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略語及び記号一覧 

略語 記号 

Acrylate(COOH) カルボキシル基を持つアクリル PSA A 薬物含量 

Acrylate(none) 官能基を持たないアクリル PSA C0 PBS 中の薬物初濃度 

Acrylate(OH) ヒドロキシル基を持つアクリル PSA CLskin, ss 皮膚中のクリアランス 

AMPA 
alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl 

-4-isoxazolepropionic acid 
CLtotal 全身クリアランス 

CNS5161 
N-(3-methylthiophenyl)-N’-(2-chloro 

-5-methylthiophenyl)-N-methylguanidine 
Cmax 最高血中薬物濃度 

CR crotamiton Cs PBS 中の薬物溶解度 

DIA diisopropyl adipate Cskin, ss 
定常状態での皮膚中薬物濃

度 

DIS diisopropyl sebacate Css 定常状態での薬物濃度 

DMSO dimethyl sulfoxide D 拡散係数 

DSC differential scanning calorimetry Flux 薬物皮膚透過速度 

FT-IR 
fourier transform infrared 

spectrophotometer 
Flux ss 

定常状態での薬物皮膚透過

速度 

サイクリック GMP ｻｲｸﾘｯｸ guanosine monophosphate kel 消失速度定数 

HPLC 
high performance liquid 

chromatography 
kH Higuchi 放出速度定数 

IPM isopropyl myristate KO/PBS オクタノール/PBS 分配係数 

NK1 neurokinin 1 KO/W オクタノール/水分配係数 

NMDA N-methyl-D-aspartate Kp 透過係数 

NMP N-methyl-2-pyrolidone Q 累積透過量 

NO nitric oxide S 有効拡散面積 

NOS nitric oxide synthase T1/2 半減期 

OA oleyl alcohol Vd 分布容積 

PBS phosphate bufferd saline 

 

PG propylen glycol 

PIB polyisobutylene 

PSA pressure-sensitive adhesive  

QOL quality of life 

SIS styrene-isoprene-styreneblock copolymer 

SLS sodium lauryl sulfate 

PVP polyvinylpyrrolidone 
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要約 

 

神経因性疼痛は、中枢神経または、末梢神経が傷害されることに起因する痛

みで、自発痛、痛覚過敏反応 (hyperalgesia：侵害性刺激に対する反応が増大した

痛みの現象)、アロディニア (allodynia：通常、痛みを引き起こさない触覚刺激や

冷覚などの非侵害性刺激で痛みが引き起こされる現象) などの症状からなり、一

度、病態が完成すると慢性的に経過する難治性の疾病である 1)。これまで、神経

因性疼痛の発症メカニズムについては、様々な研究 2)がなされているが、未だ不

明瞭な点が多く残されているが、神経細胞の N-methy-D-aspartate (NMDA) 受容体

が関与している可能性が示されている。そのため、NMDA 受容体拮抗作用を示

すケタミンやデキストロメトルファン等が、神経因性疼痛等の治療薬として用

いられているが、これらの薬物は、向精神性の副作用を惹起することが問題と

なっており、その改善が望まれている。 

本研究では、神経因性疼痛及びその他の神経疾患の治療薬 (注射剤) として新

たに開発が進められている N-methy-D-aspartate (NMDA) 受容体拮抗薬 CNS5161

について、患者の quality of life (QOL) を向上させることを目的に、新たな投与

経路として経皮投与を選択し、実用可能な経皮吸収型製剤の開発を目指した。

種々検討した結果、感圧粘着剤 (pressure-sensitive adhesive: PSA) として Silicone 

PSA を用い、吸収促進剤として propylene glycol (PG)、diisopropyl adipate (DIA) 及

び polyvinylpyrrolidone (PVP) を添加することで、CNS5161 の皮膚透過性を有意

に改善し、十分な薬効を示すことが明らかとなった。更に、皮膚刺激性も弱く、

許容範囲内であることが確認でき、神経因性疼痛治療領域において、有用な経

皮吸収型製剤の調製に成功した。 

第 I 章では、CNS5161 の神経因性疼痛治療における薬理作用について述べる

と共に、CNS5161 の物理化学的特性について検討した。経皮吸収型製剤として、 

base である CNS5161 とその塩酸塩のいずれが適しているかを判断するため、オ

クタノール -水分配係数  (KO/W) とオクタノール -リン酸緩衝生理食塩水

(phosphate buffered saline: PBS) 分配係数 (KO/PBS) を比較したところ、それぞれ
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CNS5161 が 471 倍、16 倍と高く、かつそれぞれの分配係数の対数値 (2.7 と 2.9)

は、皮膚透過性に適した数値であった。更に、CNS5161 と塩酸塩の飽和水溶液

を用いた皮膚透過性試験において、CNS5161 は、塩酸塩に比べて、104 倍皮膚

透過性に優れていることが明らかとなり、経皮吸収型製剤の開発には、base で

ある CNS5161 を選択することとした。 

第 II 章では、物理化学的特性の異なる 6 種の PSA、即ち、スチレン・イソプ

レン・スチレン (1) (SIS (1)) PSA、スチレン・イソプレン・スチレン (2) (SIS (2)) 

PSA、Silicone PSA、ヒドロキシル基を持つアクリル (Acrylate (OH)) PSA、官能

基を持たないアクリル (Acrylate (none)) PSA 並びにカルボキシル基を持つアク

リル(Acrylate (COOH)) PSA について、CNS5161 の PSA からの放出性と皮膚透過

性について検討した。その結果、Silicone PSA が、最も速やかに CNS5161 を放

出し、かつ最も高い皮膚透過速度を示すことが明らかとなった。これは、Silicone 

PSA において、CNS5161 の熱力学的活動度が極めて高いことによるものと考え

られた。以上の結果より、CNS5161 の経皮送達を行うには Silicone PSA が最も

適していることが明らかとなった。 

第 III 章では、CNS5161 の添加濃度の影響について、Silicone PSA からの放出

性及び皮膚透過性を検討した。薬物濃度が 1%から 8%の Silicone PSA では、放

出速度定数 kHの上昇に比例して定常状態における皮膚透過速度にも上昇が見ら

れた。一方、薬物濃度が 8%を超えると、放出速度定数は 14%まで上昇している

にも関わらず定常状態における皮膚透過速度には有意な変化が見られなかった。

そこで、その要因を明らかにするため、CNS5161 の皮膚中濃度を測定し、その

皮膚透過性の詳細を検討した。その結果、皮膚中の薬物濃度は Silicone PSA への

添加濃度が 8%までは、添加濃度に依存した増加が見られたが、添加濃度が 8%

を超えると、皮膚中薬物濃度は飽和することが明らかとなった。定常状態にお

ける皮膚透過速度にも、同様の濃度依存的な変化が認められた。定常状態にお

ける皮膚中薬物濃度に対して定義した皮膚透過クリアランスは、PSA 中の薬物

濃度が 2%から 14%まで、0.2 h
-1とほぼ一定であることがわかった。このことは、

CNS5161 の皮膚透過を皮膚中の薬物濃度が制御していることを示唆するもので
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あった。そこで CNS5161 添加濃度を 10%とし、ヒト摘出皮膚を用いて皮膚透過

性試験を行い、得られた結果とヒトにおける全身クリアランス (報告値) を用い

て、10% CNS5161 Silicone PSA 貼付後の定常状態における血中薬物濃度を推定し

たところ、製剤面積 140 cm
2
 (市販製剤で認められている最大の製剤面積) の場

合、有効血中濃度を超える血中濃度が得られることが示唆され、本剤が経皮吸

収型製剤として実用可能であることが示された。 

第 IV 章では、より面積の小さい経皮吸収型製剤の開発を目指し、種々の吸収

促進剤を用いて、CNS5161 の経皮吸収改善を試みた。DIA (6%) と DMSO (3%)

を組み合わせると、定常状態における皮膚透過速度をコントロール (10% 

CNS5161 含有 Silicone PSA) の 1.4 倍へと有意に改善した。更に、PG (1.5%)、DIA 

(3%)、PVP (5%) を含む Silicone PSA は、定常状態における皮膚透過速度をコン

トロールのおよそ 1.8 倍に増大させ、最も高い促進効果を示した。そこで、この

PG/DIA/PVP 製剤について、貼付後の定常状態における皮膚中 CNS5161 濃度を

測定し、皮膚中濃度に対する皮膚透過クリアランスを算出した。その結果、得

られた皮膚透過クリアランスは、コントロールの約 2.6 倍と有意に高く、

PG/DIA/PVP 製剤は皮膚中の CNS5161 の拡散性を高めることで経皮吸収を促進

していることが示唆された。結果、PG/DIA/PVP 製剤が貼付後の定常状態におい

て有効血中薬物濃度を得るために必要な製剤面積は 57 cm
2と見積もられ、より

簡便で高い QOL につながる経皮吸収型製剤を得ることができた。 

第 V 章では、10% CNS5161 含有 PG/DIA/PVP 製剤の薬理学的有効性及び皮膚

一次刺激性を評価した。神経因性疼痛モデルとして Bennett モデルを用い、

CNS5161 の薬理学的有効性について、DIA/DMSO 製剤と共に評価した結果、両

製剤とも疼痛閾値を有意に高めることが示された。特に、PG/DIA/PVP 製剤が全

体として最大の薬理作用を示すことが明らかとなった。次に、皮膚一次刺激性

を評価した結果、DIA/DMSO 製剤は“中等度刺激性”に分類されたが、

PG/DIA/PVP 製剤は軽度の紅斑や浮腫しか生じず、プラセボ群と共に“軽度刺激

性”に分類され、PG/DIA/PVP 製剤が皮膚に対して安全であることを示すことが

できた。 
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以上、本研究により著者は、神経因性疼痛治療薬である CNS5161 を、

PG/DIA/PVP を含む Silicone PSA 製剤とすることにより、CNS5161 の十分な皮膚

透過を達成し、薬理学的有効性を示し、加えて、皮膚にも安全な経皮吸収型製

剤の開発に成功した。本製剤は、利便性、効果、安全性の面から、実用可能な

経皮吸収型製剤であると考えられる。 
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総論の部 

 

CNS5161 [N-(3-methylthiophenyl)-N’-(2-chloro-5-methylthiophenyl)-N-methyl 

guanidine] は、糖尿病性神経障害や帯状疱疹後神経痛、術後の外傷性ストレスな

どの神経因性疼痛の治療を期待されている新しい NMDA 受容体拮抗薬であり、

PAION UK Limited (元 CeNeS) が臨床応用に向け開発を進めている。CNS5161

の化学構造を Figure 1 に示す 3)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure. 1. Chemical structure of CNS5161 

 

CNS5161 は、NMDA 受容体拮抗薬として強力な鎮痛効果を有し、中枢感作を

ブロックし、痛覚過敏を軽減することができる。更に、CNS5161 は、哺乳動物

の脳内にあるグルタミン受容体のNMDAサブユニットを非競合的に抑制するの

で、向精神性副作用が生じる可能性が顕著に低い 4, 5)。一方、難治性神経因性疼

痛の治療に用いるケタミンや糖尿病性神経障害の治療に用いるデキストロメト

ルファンを含む他の NMDA 受容体拮抗薬 6, 7)には向精神性の副作用があり、神

経因性疼痛の治療薬としては適していない 8)。今日まで、神経因性疼痛における

CNS5161 の鎮痛効果について、臨床試験では静脈内投与により評価されてきた。

しかし、CNS5161 の生物学的半減期は極めて短いため (2.95 h) 
4)、鎮痛作用を長

時間持続させ、患者の利便性を高めるためには、他の投与ルートを介した利用

の可能性を検討するべきものと考えられた。患者にとっては、経口投与が受け

入れやすいが、経口投与には、小腸や肝臓での初回通過効果があること、消化

H
N N

NH

SCH3

Cl

SCH3

CH3
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管の状態が、患者それぞれで異なるためバイオアベイラビリティーにばらつき

があること、長時間の吸収持続や吸収速度の制御などが困難であること、薬剤

の投与継続・中断を自由に制御できないことなど、いくつかの問題点がある 9)。

実際、CNS5161 は、ヒト肝臓において、代謝酵素 cytochrome P450 (CYP) 1A2、

2C9、2C19、2D6、3A4 により代謝されることが明らかになっている。即ち、

recombinant CYP1A2、2C9、2C19、2D6、3A4 を用いた in vitro 実験により、CNS5161

塩酸塩を 10 nM、または 100 nM 添加した場合、CYP2C9、2D6 は、30 分以内に

CNS5161 をほぼ完全に代謝し、CYP1A2、2C19、3A4 は、30 分以内に CNS5161

を 24~60%代謝することが示されている 10)。ラットにおいても著しい肝代謝を受

けるため、バイオアベイラビリティーは 5~6%と極めて低いことがわかっており

4, 10)、経口投与は適していないと考えられた。 

その他に考えられる投与経路として経皮投与がある。この経皮投与には、以

下のような利点が考えられる：(1) 小腸や肝臓での初回通過効果が回避できる；

(2) 薬物の血漿中レベルを制御することで副作用を軽減できる；(3) 薬剤を長期

間にわたって、任意に設定した速度で供給することができ、従って、半減期の

短い薬剤に適している；(4) 皮膚への貼付は容易であり、薬剤の吸収を中断させ

ることも容易である；(5) 皮膚中にも CYP の存在は示唆されているが、分布量

は肝臓に比べて極めて少なく、皮膚透過中の代謝は少ないと考えられる。 

経皮吸収型製剤を開発するには、薬物の選択と共に、適切な PSA を選択する

ことが最も重要な要素のひとつである。PSA の物理化学的特性が、PSA からの

薬物の放出及び引き続き起こる経皮吸収に大きな影響を及ぼすからである 11-15)。

一般に、スチレン・イソプレン・スチレン・ブロック共重合体のようなゴムを

中心としたゴム系 PSA、様々なアクリルモノマーを共重合させて得られるアク

リル系 PSA、シリコーンゴムとシリコーンレジンからなるシリコーン系 PSA が

経皮吸収型製剤を開発するのに広く用いられているが、これらの PSA からの薬

物の放出性及び皮膚透過性、並びに皮膚への粘着性について検討した上で適切

な PSA を選択する必要がある。また、経皮吸収型製剤において薬物の経皮吸収

を高めるために、一般に 2 つのアプローチが行われてきている 9)。一つは、製剤
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的工夫により基剤中の薬物の熱力学的活動度を高めることである。薬物の熱力

学的活動度は、一般的には製剤中からの ”escaping tendency”、即ち、放出性を示

しており 16)、それが、薬物の経皮吸収を促すと考えられている 17)
 。もう一つの

アプローチは、吸収促進剤を活用して薬物の経皮吸収の主なバリアである角質

層 18)のバリア特性を低下させることで皮膚透過性を高める方法である。 

そこで、本研究では、まず、物理化学的特性の異なる 6 種の PSA を用いて、

CNS5161 の放出性及び皮膚透過性を検討し、CNS5161 の経皮吸収性の可能性に

ついて評価するとともに、CNS5161 の経皮吸収型製剤開発に最適な PSA の選択

を試みた。また、CNS5161 の皮膚透過速度を高めるために以下の２つのアプロ

ーチを試みた。(1) PSA 中の添加濃度を高めることで熱力学的活動度を高める。

(2) 吸収促進剤を用いて皮膚透過性を高める。更に、経皮吸収型製剤の薬理学的

有効性と局所安全性について検討し、CNS5161 の神経因性疼痛治療経皮吸収型

製剤の開発を目指した。以下、五章にわたり論述する。 
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第 I章 CNS5161の薬理学的特徴及び物理化学的特徴 

 

本章では、臨床試験で得られた知見をまとめることにより CNS5161 の神経因

性疼痛治療薬としての薬理学的性質について述べるとともに、CNS5161 及びそ

の塩酸塩の物理化学的性質について検討した結果を示した。即ち、融点、分配

係数 (オクタノール/水、及びオクタノール/PBS)、溶解度 (水及び PBS) 等の主

要な物理化学的性質を明らかにし、更に、液系 in vitro 皮膚透過性試験を実施し、

CNS5161 とその塩酸塩との皮膚透過性の違いについて検討した。 

 良好な経皮吸収が期待できる薬物の物理化学的性質として、分子量 600Da 未

満、低融点、適度な分配係数 (Log KO/W: 2~3) が挙げられており 9)、薬物の物理

化学的特徴を理解することは、経皮吸収型製剤を開発する上で非常に重要であ

る。 

 

第 1節 CNS5161の薬理学的特徴 

  

昨今、様々な鎮痛療法があるにも関わらず、通常の治療法では十分な効果が

得られない病的持続性疼痛を特徴とする疾患がある。この難治性疼痛は、神経

損傷に起因する可能性があることから、神経障害性疼痛に分類される。このよ

うな疼痛疾患には、末梢神経外傷による慢性疼痛、帯状疱疹後神経痛、糖尿病

または AIDS に伴う末梢神経障害性疼痛、幻肢痛、複合性局所疼痛症候群 ( I 型

及び II 型)、及び一部の癌性疼痛などが含まれる。神経障害性疼痛疾患の一般的

症状は、痛覚過敏(痛覚閾値の低下、及び軽度の侵害刺激に対する反応性増大)、

アロディニア (非侵害刺激に対する疼痛反応)、及び「貫くような (piercing)」「焼

けるような (burning)」または「むず痒い (itchy)」と表現される疼痛症状などで

ある。 

 病的持続性疼痛の発症は、脊髄及び脳の侵害受容ニューロンの活性、または

興奮性の長期変化に起因すると考えられる (進行性 [wind-up] 疼痛)。中枢性侵

害受容ニューロンの長期感作の機序は完全には解明されていないが、神経細胞



 

 

9 

 

のNMDA型グルタミン酸受容体の関与を示す複数のエビデンスが得られている。

NMDA 受容体拮抗薬は、C 線維刺激 (wind-up 疼痛の神経学的関連要因と考えら

れる) により誘発される脊髄後角侵害受容ニューロンの頻度依存性の増強を軽

減する。行動学的研究において、NMDA 受容体拮抗薬を髄腔内または静脈内に

投与すると、痛覚過敏症状の発現が抑制されることが様々な神経障害性疼痛モ

デル動物で示されている。ケタミンなどの NMDA 受容体拮抗薬を用いた複数の

臨床試験では、難治性の慢性神経障害性疼痛患者で鎮痛効果が確認されている

が、ケタミンの重大なデメリットとして、精神異常の副作用がある 19)。塩酸ア

プチガネル (CNS5161 塩酸塩と同クラスのグアニジン系化合物) などの NMDA

受容体拮抗薬については、急性虚血性脳卒中 20, 21)をはじめとする他の神経疾患

でも研究がなされ、安全性についても広範囲に検証されているが、心血管系、

認知機能及び精神異常の副作用が用量依存的に発現する場合が多い。従って、

衰弱性の副作用を引き起こさない用量で有効性を示すNMDA受容体拮抗薬が理

想的であると考えられており、その開発が期待されている。 

 CNS5161は、新規の選択的、非競合性NMDA受容体拮抗作用を持つ化合物で、

塩酸塩 (注射剤) として神経因性疼痛治療薬を目指し開発中である。本薬物の作

用は、NMDA 受容体のイオンチャネル内の特定部位への結合によるものであり、

同受容体のアゴニスト認識部位へのグルタミン酸の結合を競合阻害するもので

はない。同じ薬理学的分類に属する薬物には、ジゾシルピン (MK-801)、ケタミ

ン及びデキストロメトルファンなどがあるが、CNS5161 は、NMDA 受容体のイ

オンチャネル結合部位に対する特異的かつ強力な親和性 (Ki = 2 nM) を持つ一

方で、シグマ受容体、L 型カルシウムチャネルのベラパミル部位及び μ オピオイ

ド受容体への作用が極めて小さいことを特徴とする薬物である 10) 。 

NMDA 受容体は、侵害受容ニューロンの感作機転に関与しており、神経因性

疼痛の発症に重要な役割を果たしている 22)。Figure 2 に示したように、侵害を受

けた神経あるいは組織からの持続的な強い侵害刺激が C 線維を通して脊髄後角

に上向してくると、前シナプスよりサブスタンス P やグルタミン酸が大量に放

出される。これらの神経伝達物質は、後シナプスに存在する neurokinin 1 (NK1) 
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受 容 体 や non-NMDA 受 容 体 の alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole 

propionic acid (AMPA) 受容体に結合して脱分極を引き起こす。更に、シナプス

後膜の NMDA 受容体チャネルは、この脱分極により Mg
2+イオンブロックが解除

されイオンチャネルが開き Ca
2+が細胞内に流入する。カルシウムイオン/カルモ

ジュリン複合体が一酸化窒素合成酵素 (NOS) を活性化させ、一酸化窒素 (NO) 

が生成され、NO の一部が、可溶性グアニル酸シクラーゼを活性化させてサイク

リック GMP の産生を引き起こす。これにより、c-fos などの最初期遺伝子活性が

増大することとなり、最終的に中枢の長期にわたる可塑的な痛覚過敏状態が形

成される。 

CNS5161は、このNMDA受容体のイオンチャネル内の特定部位に結合し、Ca
2+

の細胞内への流入を抑制する作用があり、それにより痛覚過敏状態の形成を抑

制するとされている。 

これまでに、CNS5161 塩酸塩として実施された臨床試験から以下に示す知見

が得られており、その安全性と薬理効果が認められている 10)。 

 

(1) CNS5161 塩酸塩を 2 mg までの用量で被験者に 15 分間静脈内投与したと

きの忍容性は良好であった。副作用は用量依存的で、治療を要しない軽度

~中等度の感覚症状 (末梢及び口周囲の錯感覚、頭痛、及び頭がふらつく

感覚など) であった。重篤な有害事象の報告はなかった。 

 

(2) 冷刺激疼痛試験を実施し、CNS5161 塩酸塩の鎮痛薬としての有効性を検

証した。被験者 16 名にクロスオーバー法により硫酸モルヒネ 5 mg、生食、

及び CNS5161 塩酸塩 (0.25 mg 及び 0.5 mg) を静脈内投与した。0.5 mg の

CNS5161 塩酸塩の投与により、有意な鎮痛効果が投与後 20~80 分で認め

られた。CNS5161 塩酸塩はモルヒネよりも優れた鎮痛効果を示したが、

副作用プロフィールは両薬で同等であり、軽度または中等度の事象が比較

的少数報告された。 
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(3) 用量漸増、二重盲検、クロスオーバーによる第ⅡA 相試験で CNS5161 塩

酸塩とプラセボを比較した。様々な病因の神経障害性疼痛の患者に CNS 

5161 塩酸塩を 250 μg 投与したところ、visual analogue score (VAS 値) によ

る判定で有意な鎮痛効果が認められた。本薬の副作用プロフィールはプラ

セボと同等であった。 

 

(4) 第Ⅱ相試験において、病因の異なる神経障害性疼痛患者に CNS5161 塩酸

塩 (125~750 μg) を漸増投与し、プラセボと比較した。この試験は有効性

の検証には十分な検出力を有していなかったが、500 μg の用量で、より優

れた有効性が認められる傾向があり、特に糖尿病性神経障害患者ではこの

傾向が著明であったが、増量に伴い高血圧の発現頻度が上昇する傾向が見

られた。 
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Figure 2. CNS5161 の薬理作用 
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第 2節 CNS5161とその塩酸塩の物理化学的特性 

 

CNS5161 とその塩酸塩の物理化学的特性を Table 1 にまとめた。CNS5161 とそ

の塩酸塩の分子量は、それぞれ 352 と 388 である。600 Da 未満の低分子量であ

ることが、薬物が経皮吸収される理想的な特性の一つであると考えられており

9)、2 つの化合物は共に、分子量の点では適正であると考えられた。次に、融点

は、CNS5161 は 66
°
C、塩酸塩は 210

°
C であり、CNS5161 の融点が塩酸塩の融点

と比較して極端に低いことが明らかになった。Baker らは 23)、薬物の融点とヒト

皮膚透過速度の関係について、薬物の融点と皮膚透過速度には良好な相関が認

められ低融点の薬物ほど大きな皮膚透過速度を示し、経皮吸収型製剤に適して

いると報告している。 

 

Table 1. Physicochemical properties of CNS5161 and its HCl salt 

Mw is molecular weight.  KO/W and KO/PBS (pH 7.4) stand for the partition coefficients 

between octanol and water or phosphate-buffered saline (pH 7.4), respectively. 

 

 

Physicochemical property Base HCl 

Mw (g/mol) 352 388 

Melting point (
°
C) 66 210 

Ko/w 471.3 1.0 

Ko/PBS(pH 7.4) 752.9 48.4 

Solubility at 37
°
C (mg/mL)   

in water 0.035 27.4 

in PBS (pH 7.4) 0.099 9.0 
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次に、オクタノール-水分配係数 (KO/W) 及びオクタノール- PBS 分配係数 

(KO/PBS) は、CNS5161の方がそれぞれ塩酸塩の 471倍、16倍と高い値を示した。

対照的に、CNS5161 の水への溶解度は、塩酸塩の数値より著しく低く、これら

の値から CNS5161 は、塩酸塩よりも脂溶性がはるかに高いことが明確に示さ

れた。更に、CNS5161 の KO/W及び KO/PBSの対数値は、それぞれ 2.7 と 2.9 であ

り、一般的に皮膚透過に適しているとされる Log KO/W 2~3 程度 24~27)
 の範囲に

入っており、CNS5161 の方が、塩酸塩よりも皮膚透過性に優れているものと考

えられた。 

 

第 3節 CNS5161とその塩酸塩のラット皮膚透過性比較 

 

次いで、実際に CNS5161 とその塩酸塩の皮膚透過性の比較を行った。ラット

摘出背部皮膚を side-by-side 拡散セルに装着し、CNS5161 及びその塩酸塩の飽和

水溶液を加え、それぞれの皮膚透過性を検討した。薬物の定常状態における皮

膚透過速度 (Flux ss) は下記の式 (1) より求めた。 

 

Flux ss = (dQ/dt)/S = Kp·C0   (g/cm
2
/h),          (1)   

 

ここで、dQ/dt、S、Kp、C0 は、それぞれ定常状態での皮膚透過速度(g/h)、

有効拡散面積 (cm
2
)、見かけの透過係数 (cm/h)、並びに CNS5161 の初期濃度 

(g/cm
3
) である。Flux ss は、累積透過量－時間曲線において時間に対して直線

的に増加している部分の傾きである。 

得られた定常状態での皮膚透過速度結果から CNS5161 の透過係数 (Kp) を算

出したところ、3.3 ± 0.8 (× 10
-3

) cm/h であり、塩酸塩の 3.2 ± 1.6 (× 10
-5

) cm/h の

104 倍と顕著に高いことが明らかとなった (p< 0.01, n = 4)。更に、CNS5161 の

Kp 値は、Potts and Guy 
28)

 が報告した KO/Wと分子量をもとに Kp 値を推定する

式: Log Kp (cm/sec) = - 6.3 + 0.71 × Log KO/W - 0.0061 × Mw により算出した値

(1.02 × 10
-3

 cm/h) によく近似した値であった (Table 2)。このことは、CNS5161
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が低分子量、適度な Log KO/W値などの良好な物理化学的特性を反映した 9)、経

皮吸収に適した化合物であることを示している。 

これらの検討結果から、CNS5161 の全身作用を目的とした経皮吸収型製剤の

調製には baseであるCNS5161が適切であると判断し、以降の検討には、CNS5161

を用いることとした。 

 

Table 2. Comparison of the permeation profile of CNS5161 base and HCl salt  

Results are expressed as the mean ± SD (n = 4). 

* : calculated from Potts and Guy equation (cm/sec) : Log Kp = - 6.3 + 0.71 × Log KO/W 

- 0.0061 × Mw  

 

 

 

 Permeability coefficient : Kp (cm/h) Ratio 

CNS5161 HCl Salt 3.2 ± 1.6 (×10
-5

) 1 

CNS5161 Base 3.3 ± 0.8 (×10
-3

) 104 

Predicted value* 1.02 (×10
-3

) - 
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第 II章 経皮吸収型製剤に用いる感圧粘着剤 (PSA) の選定 

 

 本章では、経皮吸収型製剤の基剤として使用可能な物理化学的特性の異なる 6

種類の PSA を調製し、CNS5161 に最適な PSA の検討を行った。まず、10% 

CNS5161 を含有する種々の PSA を調製し、性状、PSA 中 CNS5161 の溶解度、

180 度剥離試験による粘着特性などの物理化学的特性を検討した。次に、

CNS5161 の各 PSA から PBS への放出性及びラット皮膚透過性について検討し、

これらの結果を総合的に評価することで最適な PSA を選択した。 

 

第 1節 種々の感圧粘着剤 (PSA) の一般的特徴比較 

 

経皮吸収型製剤において、薬物を保持させる PSA の最も特徴的な構成は、皮

膚表面と製剤とを密着させるための種々のポリマーからなる PSA 層を有する点

である。この PSA 層は、皮膚との粘着のみならず、薬物の貯蔵及び放出、製剤

の安全性などに関連する重要な部分であり、その要求特性は多岐にわたってお

り、これらを満たすために皮膚への刺激性が低く毒性がない様々な材料が見い

だされてきた 29~32)。これら PSA は、被着体に対する濡れという液体的性質と、

引き剥がし抵抗に必要な凝集力という固体的性質を併せもつ粘弾性体であるが、

現在、医療用粘着基材としてはアクリル系、ゴム系、シリコーン系 PSA が広く

使用されている。これらの粘着基材は、それぞれ独特の特徴を有し、薬物の溶

解度、放出性、安全性等などから選択される。 

まず、アクリル系 PSA は、各種アクリル酸エステル共重合体が主に使用され

ている。一般的には、butyl acrylate、2-ethylhexyl acrylate などのアクリル酸

エステルと acrylic acid、2-hydroxyethyl acrylate などの官能基モノマーが共重

合されたものが用いられる。このように様々なモノマーを用いて合成すること

ができるため、粘着物性、ガラス転移点、溶解度パラメータなど設計の自由度

は極めて高い。従って、薬物、添加物との溶解性、放出性など目的に併せたポ

リマーを作ることができる。しかし、一方で、残存アクリルモノマー由来の皮
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膚刺激性や臭気等が問題視されている 31~34)。 

次に、ゴム系 PSA は、最も古くから経皮吸収型製剤に用いられた粘着基材の

一つである。天然ゴム、ポリイソブチレン (PIB) 及びスチレン・イソプレン・

スチレンブロック共重合体 (SIS) などをエラストマー成分とするゴム系粘着基

材が使用されている。ゴム系 PSA のエラストマー成分は弾性が強いポリマーで

あり、凝集力が高く、可塑剤と粘着付与剤 (タッキファイヤー)、必要に応じて

酸化防止剤などを配合して粘着物性を調整し安定性が確保される。このゴム系

PSA は、無極性のモノマーより構成されているためポリマーの疎水性が高く、

疎水性薬物との相溶性が一般に良好である。一方、親水性薬物はほとんど溶け

ず、水蒸気透過性は非常に低いという特徴を有する 31, 32)。 

次に、シリコーン系 PSA は、主としてシリコーンゴムとシリコーンレジンか

らなるもので、重合度、ゴム/レジン比により粘着物性が異なってくる。また、

必要に応じて、シリコーンオイルなどを添加して粘着物性が調整される。3 種類

の PSA の中で最もガラス転移温度が低く (-127 ~ -140℃)、良好な耐久性を有す

るほか 29~32)、高水蒸気透過性 35)という特徴を有する。また、多くの薬物におい

て、薬物の溶解度及び薬物との相互作用が低く、薬物の放出性に優れるという

特徴を有する。各 PSA の特徴を Table 3 にまとめた 31, 32)。 

以上の 3 種類の PSA が医療用粘着基材として広く使用されているが、それぞ

れ一長一短があり、含有薬物の物性、また用途に応じて適切に選択することが

重要となる。 
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Table 3. 種々の PSA の特徴 36, 37)
 

項目 シリコーン系 PSA アクリル系 PSA ゴム系 PSA 

形態 
溶剤/ 

ホットメルト 
溶剤 

溶剤/ 

ホットメルト 

価格 a) 数千円 数百円 数百円 

耐熱温度 300
°
C 150

°
C 100

°
C 

耐寒温度 -50
°
C 0

°
C 0

°
C 

耐薬品性 b) 良好 製品による 製品による 

耐候性 極めて良好 良好 劣る 

対テフロン 

粘着性 
強粘着 粘着しない 粘着しない 

対シリコーン 

粘着性 
中~強粘着 粘着しない 粘着しない 

シェア c) 1% 60~70% 30~40% 

水蒸気透過性 高い 中 低い 

皮膚刺激性 
きわめて不活性かつ

低刺激 

架橋剤、共重合組成

などで考慮が必要 

添加物が多いため考

慮が必要 

特徴（薬物の溶

解：放出性） 

ガラス転移点が最も

低く、耐久性がある。

薬物の溶解度及び相

互作用が低く、放出

性に優れる。 

粘着物性、ガラス転

移点、溶解度パラメ

ータなどの設計の自

由度が高い 

疎水性薬物との相溶

性が良好 

a : 1kg 当たりの価格、b : 極性有機溶剤, 希酸, 希アルカリ、c : 医薬品用粘着剤用途 
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第 2節 種々の感圧粘着剤 (PSA) の物理化学的特性 

 

ゴム系、アクリル系及びシリコーン系 PSA を用い、物理化学的特性の異なる

6 種類の PSA を調製した (Table 4)。CNS5161 の含有量は、以下の計算方法によ

り、全 PSA ポリマー重量の 10%とした。この濃度は、3 日間有効血中薬物濃度

を維持する経皮吸収型製剤を目標として、実際に使用されている製剤サイズ (70 

cm
2
) を元に以下に示す方法により算出した。 

まず、ヒトに 600 g/15 min の単回静脈内投与を行って得られた薬物動態パラ

メータ Cmax (最高血中薬物濃度) 4.31 ng/mL、CLtotal (全身クリアランス) 2285 

mL/min、Vd (分布容積) 251 L、kel (消失速度定数) 0.234 h
-1を用い 10)、下記の (2) 

式より目標とする定常状態での皮膚透過速度  (Flux ss) を推定した。 

 

Flux ss = Css × CLtotal (g/cm/h)                    (2) 

 

ここで、Css は定常状態での血中薬物濃度 (g/mL) である。目標とする定常状

態での血中薬物濃度 Css を得られた最高血中薬物濃度の 1/2 に相当する 2.16 

ng/mL とし、式 (2) に従い算出すると、以下のように 300 g/h が得られた。 

 

Flux ss = 2.16 ng/mL × 2285 mL/min = 300 g/h 

 

次に、3 日間の持続的治療を可能にするために、上記の定常状態の血中薬物濃

度が 72 時間維持されるものとし、更に薬物利用率を 40%と仮定して 3 日間での

薬物利用量を算出したところ、54 mg (300 g/h × 72 h/ 40%) となった。更に、最

も一般的な製剤サイズ及び PSA重量として、サイズ：70 cm
2、PSA重量：10 mg/cm

2

を想定し、製剤 1 枚中に含まれる薬物濃度を算出したところ、以下のように 7.7%

となったことから、それをやや上回る 10%を初期薬物濃度として製剤化検討を

進めることとした。 

 

初期薬物濃度 = 54 mg/700 mg × 100 = 7.7% 
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PSA の厚さを約 100 μm に調節した結果、各 PSA には 1 mg/cm
2
 の CNS5161 が

含まれることとなった。また、剥離ライナー及び支持体 (バッキングフィルム) 

としてポリエステルフィルムを用いた。 

SIS (1) PSA は、主にスチレン・イソプレン・スチレンブロック共重合体から

できているが、軟化剤としてポリブテンを加えた。SIS (2) PSA には、SIS (1) PSA

の構成成分に加えて、粘着成分として脂環族飽和炭化水素樹脂とミネラルオイ

ル、酸化防止剤としてのジブチルヒドロキシトルエンを加えたが、これは、典

型的な市販製剤の構成成分に類似したものとなった。 

Silicone PSA は、強い粘着性を持った標準タイプのものを使用した。更に、こ

れらに加えて、特性の異なる 3 タイプのアクリル PSA、即ち、官能基を持たな

い Acrylate (none)、ヒドロキシル基を持つ Acrylate (OH)、並びにカルボキシル基

を持つ Acrylate (COOH) を用いて PSA を調製し、アクリル PSA における官能基

の影響も検討した。 

Table 4 には、調製した 10% CNS5161 含有 PSA の特性をまとめた。それぞれ

の PSA には約 10 mg の CNS5161 が含まれ、100.9 ± 0.7%の回収率であることが

確認され、このことから CNS5161 は、PSA 調製段階で極めて安定であることが

明らかとなった。 

PSA 中の薬物溶解度は、薬物を含有した経皮吸収型製剤の検討において、要

求される製剤面積に強く関係する重要なパラメータとなる 17, 38)。フーリエ変換

赤外分光光度計 (FT-IR) により測定した Acrylate (none) PSA、Acrylate (OH) PSA 

並びにAcrylate (COOH) PSA中のCNS5161溶解度は10%を超えており (Table 4)、

CNS5161 はそれぞれの PSA 中に完全に溶解していると考えられ、外見も透明で

あった。一方、SIS (1) PSA、SIS (2) PSA 並びに Silicone PSA は、crystal seeding

法により測定した CNS5161 の PSA 中溶解度が 10%を下回っており (Table 4)、

調製した各 10% CNS5161 含有 PSA の外見も白濁しており、これらの PSA 中で

は、CNS5161 が完全に溶解していない可能性が考えられた。 
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Table 4. Characteristics of pressure-sensitive adhesives containing 10% CNS5161 

The amount of CNS5161 used to prepare PSAs of 10 cm
2
 was 10.10 ± 0.02 mg.  Adhesive strength was measured by 180º peel test and 

the results are shown as the mean ± S.D. (n = 3).  The solubility of CNS5161 in each adhesive was determined by either 
a
 crystal 

seeding method or 
b
 measured by FT-IR (ATR method). 

c 
CNS5161 amount contained in 10 cm

2
 PSA. 

PSA Detail 
State of drug  

in adhesive 

Appearance   

of adhesive 

Solubility 

 in adhesive (%) 

CNS5161 contained 

(mg)
c
 

Adhesive
 
strength 

(g/cm) 

SIS(1) 
Styrene-isoprene-styrene block 

co-polymer containing polybutene 
amorphous pale 3%

a
 10.2 ± 0.1 15.6 ± 8.2 

SIS(2) 

Styrene-isoprene-styrene block 

co-polymer containing polybutene, 

alicyclic saturated hydrocarbon 

resin, mineral oil, 

dibutylhydroxytoluene 

amorphous pale 1%
a
 10.2 ± 0.1 720.7 ± 103.2 

Silicone BIO PSA 7-4602 amorphous pale 1%
a
 10.1 ± 0.1 338.5 ± 13.3 

Acrylate(none) DURO-TAK 87-9301 dissolved transparent 12%
b
 10.3 ± 0.1 505.2 ± 67.5 

Acrylate(OH) DURO-TAK 387-2516 dissolved transparent 13%
b 10.2 ± 0.1 1205.1 ± 57.7 

Acrylate(COOH) DURO-TAK 87-2194 dissolved transparent 22%
b
 10.1 ± 0.1 494.2 ± 18.9 
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そこで、次に、この 3 種の PSA 中の CNS5161 の存在状態を示差走査熱量測

定 (differential scanning calorimetry: DSC) で検討した。その結果、SIS (1) PSA、

SIS (2) PSA 並びに Silicone PSA とも、66
°
C での CNS5161 の結晶融解に伴う吸熱

ピークが観察されなかった (Figure 3)。更に、偏光顕微鏡 (倍率：100 倍) で調

べたところ、いずれの PSA にも結晶は観察されなかった (Figure 4)。以上の結果

は、CNS5161 が非晶質(amorphous)状態でこれらの PSA 中に存在していることを

示すものであった。有機溶媒中で薬物と PSA を混合し、その有機溶媒を蒸発さ

せて PSA を調製した場合、薬物が PSA 中に非晶質状態で存在し、過飽和状態を

形成しているとの報告があり 39~41)、CNS5161 も同様の事例である可能性が考え

られた。 

 

Figure 3.  Differential scanning calorimetry profiles of (a) CNS5161 powder, (b) 

SIS(1), (c) SIS(2) and (d) silicone containing 10% CNS5161. Heating rate, 20
°
C

 

/min. 
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Figure 4. Polarized photomicrographs of pressure-sensitive adhesives (PSAs) 

containing 10% CNS5161  

 

更に、非晶質状態の安定性について観察したところ、10% CNS5161 含有

Silicone PSA 中の CNS5161 は、非晶質状態で、室温では 6 ヶ月以上維持される

が、SIS(1) PSA と SIS(2) PSA ではそれぞれ 2 ヶ月と 4 ヶ月の時点で結晶形成が

認められた。この Silicone PSA 中の長期間にわたって CNS5161 を非晶質状態で

維持できる性質は、CNS5161 の経皮吸収型製剤調製に有用であると考えられた。 

次いで、各 PSA の粘着力について検討を加えた。SIS(1) PSA の粘着力は、ス

チレン・イソプレン・スチレンが含有されているため極めて弱いものであった

が、その他の PSA の粘着力は、第 14 改正日本薬局方 (Part II, pp. 858) の粘着プ

SIS (1) SIS (2) Silicone 

Acrylate (none) Acrylate (OH) Acrylate (COOH) 
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ラスターの粘着力の判定基準である 150 g/cm 以上の粘着力を示し、実用化に耐

える十分な強さを持っていた。とりわけ、Acrylate (OH) PSA では、1205 g/cm と

いう高い引き剥がし強度が観察されたが、粘着力が強すぎると PSA を皮膚から

剥がす際に、皮膚自身を引き剥がしてしまうことで皮膚刺激が生じるおそれが

ある 42)。粘着力の観点からは、適度な粘着力を有する PSA を選択することが重

要となる。 
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第 3節 種々の感圧粘着剤 (PSA) からの CNS5161の放出性 

 

10% CNS5161 含有 PSA からの放出速度を Franz-type 拡散セルを用いて検討し

た。Figure 5 に示すように、累積放出量 (Q)－時間の平方根 (t
1/2

) で表したグラ

フ、即ち、Higuchi プロットにより、全 PSA において、極めて高い直線性が得ら

れた。このことは、CNS5161 の PSA からの放出が PSA 内での拡散により制御さ

れていることを示すものであった。 

 

 

Figure 5. Release of CNS5161 from pressure-sensitive adhesives containing 10% 

CNS5161.  Cumulative amounts of CNS5161 (μg/cm
2
) were plotted against square 

root of time.  Solid lines were obtained by linear regression.  Results are expressed as 

the mean with the bar showing S.D. values of four experiments. Key: ●, SIS(1); ○, 

SIS(2); ■, silicone; □, acrylate(none); ▲, acrylate(OH); Δ, acrylate(COOH). 
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更に、各 PSA からの CNS5161 の放出速度を以下の Higuchi の式 (3) の Higuchi

速度定数 (kH) から計算することで評価した(Table 5)。 

 

Q = kH・t
1/2

  (g/cm
2
)               (3)  

 

Silicone PSA から得られた kH値は、他の PSA から得られた kH値より有意に高

く、次に SIS (1) PSA からの放出が速いことが示された。SIS (2)を例外として、

CNS5161 を非晶質状態で含んでいるこれらの 2 種の PSA は、極めて高い放出性

を示すことが明らかとなった。このことは、PSA 中で高い熱力学的活動度を持

つことが、Silicone PSA や SIS (1) PSA での速やかな放出に有利であることを示

すものである。PSA 中の薬物の熱力学的活動度は、ほぼ PSA の溶解度に対する

薬物の濃度の比にほぼ比例するので 43)、過飽和状態では、熱力学的活動度が 1

以上となる 9)。Silicone PSA と SIS (1) PSA では、CNS5161 が非晶質として存在

し過飽和状態を形成していると考えられ、そのため速やかな放出が起こったも

のと推定された。一方、SIS (2) PSA の場合、CNS5161 の溶解度も熱力学的活動

度も SIS (1) PSA とはそれほど異なっていないにもかかわらず、SIS (2) PSA の放

出速度は SIS (1) PSA のおよそ 2/5 であった。このことは、CNS5161 が、SIS(2) PSA

に含まれている脂環族飽和炭化水素樹脂やミネラルオイル、ジブチルヒドロキ

シトルエンなどの成分と相互作用したためと推察している。即ち、CNS5161 の

C-H 結合が脂環族飽和炭化水素樹脂やミネラルオイルと疎水性の相互作用を示

すこと、並びに、CNS5161 のベンゼン環とジブチルヒドロキシトルエンのベン

ゼン環とが-相互作用をすることが、SIS (2) PSA からの CNS5161 の放出を遅

らせる原因として考えられる。 
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Table 5. Release of CNS5161 from pressure-sensitive adhesives containing 10% 

CNS5161 base 

PSA 
kH 

(μg/cm
2
/h

1/2
) R

2 

SIS(1) 224.7 ± 18.9** 0.999 

SIS(2) 86.6 ± 6.0** 0.999 

Silicone 338.3 ± 10.4 0.994 

Acrylate(none) 124.6 ± 9.3** 0.996 

Acrylate(OH) 176.1 ± 13.8** 0.987 

Acrylate(COOH) 29.1 ± 3.0** 0.977 

Higuchi’s release rate constant, kH, was determined as the slope of Higuchi’s plot 

shown in Figure 5 and results are shown as the mean ± S.D. (n = 4).  R
2
 stands for 

the square of the correlation coefficient for the obtained straight lines.  **, p< 0.01, 

compared with silicone. 

 

一方、アクリル系の官能基の異なる 3 種の PSA は、CNS5161 の PSA 中溶解度

が 10%を超えているため、熱力学的活動度は 1 未満と小さかった。しかし、

Acrylate (OH) PSA と Acrylate (none) PSA では、CNS5161 の放出速度定数 kH値が

SIS(1) PSA の値に近い値を示した。このことは、この 2 種のアクリル系 PSA と

CNS5161 の親和性が比較的低いことを示唆するものであった。一方、Acrylate 

(COOH) PSA の場合、CNS5161 の放出は、他のアクリル PSA より有意に低かっ

た (p < 0.01)。このことは、熱力学的活動度が、他のアクリル系 PSA の約半分と

低いこと、並びに、Acrylate (COOH) PSA 中のカルボキシル基  (COOH) と

CNS5161 の第二級アミノ基との間に相互作用があるためと考えられた。同様の

相互作用が中枢作用性アセチルコリンエステラーゼ阻害薬であるタクリンにつ

いて、Kim
 
et al

14)により報告されている。このように、PSA に存在する官能基と

含有薬物の相互作用は、薬物の放出性に影響を及ぼす可能性があり、適切な PSA

を選択する上で重要な要素となることがあらためて示唆された 44)。 
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第 4 節 CNS5161 のラット皮膚透過性に対する感圧粘着剤 (PSA)

の影響 

 

CNS5161 のラット皮膚透過性に対する PSA の影響を 10% CNS5161 を含有す

る SIS (1)、SIS (2)、Silicone、Acrylate (none)、Acrylate (OH)、Acrylate (COOH) PSA

を用いて検討した (Figure 6、Table 6)。累積透過量－時間曲線から、Silicone PSA

からの経皮吸収性が最も高く、それに SIS(1) PSA が続くことが明確に示された

(Figure 6)。Figure 6 から定常状態での皮膚透過速度と透過係数 Kp 値を (1) 式に

より求めた結果からも、Silicone PSA が CNS5161 の経皮吸収性に最も適してい

ることが明らかとなった。しかしながら、検討した全 PSA 間で lag time に有意

な差は認められなかった。以上の結果は、Figure 5 及び Table 5 に示した放出試

験の結果と合致しており、Silicone PSA では熱力学的活動度が極めて高いため、

放出速度が最も高く、そのことが Silicone PSA からの皮膚透過性の高さに反映し

ているものと考えられた 43, 45, 46)。同様のことが、SIS (1) PSA についてもあては

まると考えられる。次に、SIS(2) PSA も熱力学的活動度は Silicone PSA と同じく

極めて高かったが、CNS5161 の皮膚透過速度は、Acrylate (OH) PSA からの皮膚

透過速度とほぼ同じであり、それに Acrylate (none) PSA と Acrylate (COOH) PSA

が続いた。皮膚透過性と PSA からの放出性の間の関係を明瞭に示すために、皮

膚透過性／放出性インデックスを定義したが (Table 6)、Silicone PSA と SIS (1) 

PSA を含むこれらの PSA は、SIS (2) PSA を例外として、皮膚透過性／放出性イ

ンデックスが 3 × 10
-2

 h
1/2前後のほぼ同じ数値を示した。このことは、皮膚透過

量が放出速度定数 kHに比例することを意味しており、CNS5161の皮膚透過性が、

これらの PSA からの放出速度で制御されることを示すものである。このことは、

PSA からの皮膚透過速度が、溶液からのものと比較して極めて低いことも説明

できると考えられる。しかし、SIS (2) PSA の場合は、皮膚透過性／放出性イン

デックス (6.6 × 10
-2

 h
1/2

) は、他の PSA と比較して高かった。この理由について

は今後解明する必要があるが、皮膚透過性試験での CNS5161 の実際の放出量と

放出試験で観察された放出量の間に違いがあることによるものと推察された。
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SIS (2) PSA には、他の PSA にはないいくつかの疎水性成分が含まれているので、

CNS5161と SIS (2) PSAの親和性が高いと考えられ、放出試験の結果も、CNS5161

と強い静電相互作用を持つAcrylate (COOH) PSAに続いて 2番目に低いものであ

った (Figure 5、Table 5)。しかし、放出試験では PSA は親水性の高い PBS に接

触していたのに対し、皮膚透過性試験では、PSA を皮膚に直接貼付し疎水性の

高い角質層に接していたことから、SIS (2) PSA からの CNS5161 の放出と皮膚へ

の分配が、放出試験の結果から予想されるものよりも促進されたためではない

かと考えられた。 

 

 

Figure 6. Skin permeation of CNS5161 from pressure-sensitive adhesives 

containing 10% CNS5161.  Cumulative permeated amounts of CNS5161 are 

expressed as the mean with the bar showing S.D. values of four experiments. Key: ●, 

SIS(1); ○, SIS(2); ■, silicone; □, acrylate(none); ▲, acrylate(OH); △, acrylate(COOH). 
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Table 6. Steady-state flux of CNS5161 through rat skin from pressure-sensitive adhesives containing 10% CNS5161 

Steady-state flux and lag time were determined on the basis of cumulative amount permeated - time profile shown in Figure 6.  Results 

are shown as the mean ± S.D. (n = 4).  Permeation/release index was obtained by dividing the steady-state flux by Higuchi’s release 

rate constant, kH, shown in Table 5.  **, p< 0.01, compared with silicone. 

 

 

 

PSA 
Steady-state flux 

(μg/cm
2
/h) 

Permeability coefficient, Kp 

× 10
-5

 (cm/h) 

Lag time 

(h)  

Permeation/release index 

(h
1/2

)  

SIS(1) 7.5 ± 1.1** 7.5 ± 1.1** 13.0 ± 1.7  3.3 × 10
-2 

SIS(2) 5.7 ± 0.4** 5.7 ± 0.4** 13.9 ± 2.3  6.6 × 10
-2 

Silicone 11.4 ± 1.9 11.4 ± 1.9 13.0 ± 1.6  3.4 × 10
-2 

Acrylate(none) 4.6 ± 0.3** 4.6 ± 0.3** 11.2 ± 2.6  3.7 × 10
-2 

Acrylate(OH) 5.4 ± 0.6** 5.4 ± 0.6** 12.8 ± 1.7  3.1 × 10
-2 

Acrylate(COOH) 0.8 ± 0.1** 0.8 ± 0.1** 13.5 ± 2.1  2.7 × 10
-2 
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次いで、CNS5161 の PSA 中溶解度が高く、放出速度と皮膚透過速度が比較的

高い Acrylate(OH) PSA について、CNS5161 の添加濃度 (10, 15, 20, 25, 30, 35, 

40%) の皮膚透過量に及ぼす影響について予備的検討を加えた (Figure 7、Table 

7)。PSA 中の CNS5161 の状態は、15%から 40%で飽和溶解度以上であったが、

皮膚透過速度の最も高い値 11.5 ± 2.2 μg/cm
2
/h は、40% CNS5161 で得られた。し

かし、この値は 10% CNS5161 含有 Silicone PSA とほぼ同等であった。更に、定

常状態での皮膚透過速度を薬物濃度で除した透過係数 (Kp) は、Silicone PSA の

透過係数には及ばなかった。これらの検討からも、Silicone PSA が有用であるこ

とが示された。 

 

Figure 7. Effect of the loading concentration of CNS5161 in Acrylate(OH) on rat 

skin permeation profiles.  Cumulative amounts of CNS5161 that permeated across 

isolated rat skin are expressed as the mean with the bar showing S.D. values of four 

experiments. Keys: ●, 10%; ○, 15%; ■, 20%; □, 25%; ▲, 30%; △, 35%; , 40%; , 

Silicone containing 10% CNS5161. 
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Table 7. Effect of the loading concentration of CNS5161 in Acrylate (OH) PSAs on rat skin permeation  

Drug loading  

(%) 

Steady-state flux 

(μg/cm
2
/h) 

Permeability coefficient, Kp, 

× 10
-5

 (cm/h) 

Lag time 

(h) 

10 4.4 ± 0.5** 4.5 ± 0.6** 10.9 ± 2.6 

15 6.0 ± 1.1** 4.0 ± 0.7** 13.9 ± 4.2 

20 7.4 ± 1.4** 3.7 ± 0.7** 11.5 ± 2.8 

25 9.0 ± 1.5* 3.6 ± 0.6** 13.0 ± 1.6 

30 9.7 ± 1.5 3.3 ± 0.5** 11.7 ± 5.2 

35 10.0 ± 0.5 2.9 ± 0.1** 11.8 ± 3.3 

40 11.5 ± 2.2 2.9 ± 0.6** 10.5 ± 1.5 

10 ( in Silicone) 12.0 ± 1.2 12.0 ± 1.2 11.5 ± 2.7 

The steady-state flux and lag time were determined based on the cumulative amount permeated – time profile shown in Figure 7. Results 

are shown as the mean ± S.D. (n = 4).  *, p< 0.05; **, p< 0.01; compared with silicone. 
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第 5節 CNS5161の皮膚透過量と皮膚中薬物量の時間推移 
 

前節までに得られた結果から検討した 6 種類の PSA の中で、Silicone PSA が、

CNS5161 の経皮吸収型製剤として最も適していることが明確に示された。しか

し、lag time は他の PSA と同様に極めて長いものであった。そこで、lag time が

長いことに関する情報を得るために、皮膚中の CNS5161 の量とその透過量を経

時的に測定した (Figure 8)。得られた結果から、皮膚透過性試験を開始してから

6 時間後に薬物はすでに皮膚中に 55.2 g/cm
2の量が蓄積していることがわかっ

た。皮膚中 CNS5161 量は、定常状態での量 111.2 g/cm
2と比較して、顕著に低

いものではないが、CNS5161 の累積透過量は、6 時間までにわずか 3.7 g/cm
2

であった。 

 

 

Figure 8. CNS5161 amount in rat skin during skin permeation study for Silicone 

PSAs containing 10% CNS5161.  Results are expressed with the mean with the bar 

showing S.D. values of four experiments.  Keys: ●, amount in the skin; ○, cumulative 

permeated amount. 
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以上の結果、CNS5161 は、その高い脂溶性のため、皮膚からレシーバー側の

PBS への分配、また皮膚中の拡散の促進のためにより高い皮膚中濃度を必要と

するものと考えられ、そのため、長い lag time につながっているものと推測され

た。 
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第 III章 Silicone感圧粘着剤 (PSA) を用いた皮膚透過性の検討 

  

前章において、CNS5161 の経皮吸収型製剤として Silicone PSA を使用するこ

とが最適であることが明らかとなったことから、本章では、最適な薬物濃度を

決定するため、1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14%の 8 濃度の CNS5161 含有 Silicone PSA を

調製し、各評価を行った。まず、物理化学的特性として、性状 (偏光顕微鏡観察) 

及び示差走査熱量測定 (DSC) により各 PSA 中の CNS5161 の状態を確認した。

次に、各 PSA からの CNS5161 の PBS への放出性及びラット皮膚透過性を評価

した。更に、ラット皮膚中薬物濃度及びストリッピングの効果を評価し、

CNS5161 の皮膚透過性に及ぼす要因について検討した。また、ヒト摘出皮膚を

用いた in vitro 皮膚透過性試験を行い、臨床現場で使用するために実際の製剤面

積を試算した。 

 

第 1 節 Silicone 感圧粘着剤 (PSA) の物理化学的特性及び

CNS5161の放出性 

 

様々な濃度 (1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14%) で CNS5161 を含有している Silicone PSA

中のCNS5161の状態をDSCにより調べた。約66
°
CのCNS5161の吸熱ピークは、

いずれのCNS5161濃度のSilicone PSAでも観察されなかった (Figure 9)。加えて、

偏光顕微鏡 (倍率：100 倍) による観察で、いずれの濃度でも CNS5161 の結晶化

が生じていないことが示されたが (Figure 10)、一方で、各 Silicone PSA の性状は、

CNS5161 の濃度が増加するにしたがって、透明な状態から白濁の度合いを増す

ことが示された。これは、CNS5161 が少なくとも一部は、固体状態で存在して

いることを示唆している 46)。この Silicone PSA 中の CNS5161 (結晶) の飽和溶解

度は crystal seeding 法で 1%であることが明らかとなっており (Table 4) 
47)、以上

の結果は、CNS5161 がいずれの濃度でも Silicone PSA 中に非晶質状態として存

在していることを示すものであった。この現象については、前章においても述

べた様に、薬物と PSA 構成成分を有機溶媒に溶かし、その有機溶媒を揮散させ
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て PSA を調製した場合、薬物が PSA 中に非晶質状態として存在し、過飽和状態

を形成することが報告されており 39, 40, 46)、本 CNS5161 含有 Silicone PSA につい

ても同様の現象が起こっている可能性が考えられた。本章では、比較的幅広い

範囲の濃度、とりわけ 12%と 14%の CNS5161 濃度で、CNS5161 が非晶質状態に

あることを確認した。このことは、より高い熱力学的活動度の CNS5161 を含ん

だ Silicone PSA 製剤の調製に成功したことを示すものであった。一方、14%を超

える濃度の CNS5161 Silicone PSA を調製することを試みたが、この濃度では

Silicone PSA 中で CNS5161 の結晶化を防ぐことができなかった。 

 

 

Figure 9. Differential scanning calorimetry profiles of (a) CNS5161 powder and 

Silicone PSAs containing (b) 1% CNS5161, (c) 2%, (d) 4%, (e) 6%, (f) 8%, (g) 

10%, (h) 12%, and (i) 14%.  Heating rate, 20
o
C/min. 
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Figure 10. Polarized photomicrographs of Silicone PSAs containing 1, 2, 4, 6, 8, 10, 

12, 14% CNS5161 

 

 

1% 2% 4% 

6% 8% 10% 

12% 14% 
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次いで、調製した 8 種の CNS5161 濃度の Silicone PSA について、CNS5161 の

放出速度を調べるため、Franz-type拡散セルを用いて放出試験を実施した (Figure 

11、Table 8)。累積放出量を時間の平方根に対してプロットした Higuchi プロッ

トは、全ての Silicone PSA で極めて良好な直線性を示した (Table 8)。このこと

から、それぞれの Silicone PSA からの CNS5161 の放出は、PSA 中の拡散で制御

されていることが示された。Higuchi の式 (3) より求めた放出速度定数 kH は、

CNS5161 の濃度に応じて 40 から 333.9 g/cm
2
/h まで上昇したが、CNS5161 が 8%

以上では飽和する傾向を示した。 

 

 

Figure 11. Effect of the loading concentration of CNS5161 on Higuchi’s release 

rate constant from Silicone PSAs. Cumulative amounts of CNS5161 (μg/cm
2
) were 

plotted against square root of time.  Solid lines were obtained by linear regression.  

Results are expressed as the mean with the bar showing S.D. values of three 

experiments. Keys: ●, 1%; ○, 2%; ■, 4%; □, 6%; ▲, 8%; Δ, 10%; , 12%; , 14%. 
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Table 8. Effect of the loading concentration of CNS5161 on Higuchi’s release rate 

constant from Silicone PSAs 

Loading concentration 

(%) 
kH (μg/cm

2
/h

1/2
) R

2
 

1 40.0 ± 1.2 0.998 

2 71.0 ± 2.0 0.998 

4 162.1 ± 20.1 0.998 

6 224.7 ± 9.8 0.998 

8 257.2 ± 11.9 0.997 

10 285.8 ± 9.8 0.998 

12 314.0 ± 4.5 0.998 

14 333.9 ± 25.3 0.989 

Higuchi’s release rate constant, kH, was determined as a slope of the Higuchi plot.  

Results are shown as the mean ± S.D. (n = 3).  R
2
 represents the square of the 

correlation coefficient for the straight lines obtained. 

 

レシーバー側 PBS 中の CNS5161 飽和溶解度は 99 g/mL であり、レシーバー

液(PBS)への CNS5161 の溶解性は十分であり、PSA からの放出を制限する要因

とは考えられなかった。Figure 9 及び Figure 10 に示すように、それぞれの Silicone 

PSA 製剤中の CNS5161 の状態は、溶解及び非晶質状態であり、10% CNS5161 

Silicone PSA 製剤では少なくとも 6 ヶ月間 CNS5161 の結晶の析出がないことを

確認しており 47)、これらのことは、結晶形成によって薬物放出が抑えられてい

るのではないことを示すものであった。 

そこで、PSA 中の溶解度が、放出試験結果を利用して、次式 (4) に基づき推

定可能であることから 46, 48)、2%以上の CNS5161 を含む Silicone PSA 中の

CNS5161 溶解度の算出を試みた。 
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kH
2
 = DCs(2A – Cs)                              (4)   

 

ここで、kH、D、Cs、A は、それぞれ Higuchi 速度定数 (g/cm
2
/h

1/2
)、拡散係数

(cm
2
/h)、PSA 中の薬物溶解度 (mg/cm

3
)、並びに薬物含量 (mg/cm

3
) である。Table 

8 に示した結果を用い、A に対して kH
2をプロットしたところ、Figure 12 に示し

たように、kH
2は A 値に対して、概ね比例していた (kH

2
 = 0.8857A – 7891.2; r

2
 = 

0.9908)。得られた結果より、CNS5161 の PSA 中の Cs は約 17.8 mg/cm
3と推定さ

れた。これは、Silicone PSA 中の CNS5161 の結晶の溶解度である 1%、即ち 10 

mg/cm
3よりも高い値であり、CNS5161 が Silicone PSA 中で過飽和状態となって

いることを示唆する結果であった。また、1% CNS5161 含有 PSA の結果 (kH
2 

= 

1600 μg
2
/cm

4
/h, Cs = 10 mg/cm

3
, D = 1.60 × 10

-5 
cm

2
/h) を利用し、CNS5161 を結晶

として含有している PSA の kH
2を式 (4) に基づき推定したところ、実測値を大

きく下回ることが示され、この結果も本 CNS5161 含有 Silicone PSA 中で、

CNS5161 が過飽和状態であることを示唆するものであった。 

このように kH
2と A との関係は良好な直線関係を示している一方で、Figure 12

は、A 値が 60 mg/cm
3で屈曲点を持ち、その前後において傾きが異なる傾向にあ

ることも示している。即ち、A 値が 20 mg/cm
3から 60 mg/cm

3の間で得られた回

帰直線からは、Cs が 31.9 mg/cm
3と算出され、60 mg/cm

3から 140 mg/cm
3の間で

得られた回帰直線からは、Cs が 21.7 mg/cm
3と算出された。この結果は、CNS5161

が過飽和状態で存在していることを支持するとともに、添加量が比較的少ない

状態でより高い過飽和状態が形成され、80 mg/cm
3以上 (8%以上の CNS5161) の

添加量では、その過飽和度が低下している可能性を示すものであった。これは、

先に示した放出実験において (Figure 11、Table 8)、8% (80 mg/cm
3
) 以上の

CNS5161 含有 Silicone PSA からの放出性が飽和傾向にある原因のひとつと考え

られた。 
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Figure 12. Relationship between square of Higuchi’s release rate constant (kH
2
) 

and initial drug content (A) in PSA.  Values of kH
2
 obtained from the in vitro release 

study (Table 8) are expressed as the mean with the bar showing S.D. values of three 

experiments.  The plot was analyzed by the equation (4): kH
2
 = DCs(2A – Cs).  

Keys: ●, 1% CNS5161 PSA; ○, 2 – 14% CNS5161 PSAs;      , regression line for 2 

– 14% CNS5161 PSAs (kH
2
 = 0.8857A – 7891.2; r

2
 = 0.9908);      , regression line 

for 2 – 6% CNS5161 PSAs (kH
2
 = 1.1381A – 18135; r

2
 = 0.9990);      , regression 

line for 6 – 14% CNS5161 PSAs (kH
2
 = 0.7754A + 4289.9; r

2
 = 0.9989);      , 

simulated line for PSA containing crystal CNS5161 (kH
2
 = DCs(2A – Cs), D = 1.60 × 

10
-5

 cm
2
/h, Cs = 1.0 × 10

4
 g/cm

3
).   
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第 2 節 CNS5161 の皮膚透過性に及ぼす Silicone 感圧粘着剤 

(PSA) 中の薬物濃度の最適化 

 

CNS5161の皮膚透過性に及ぼす添加濃度の影響について in vitroラット皮膚透

過性試験により検討した (Figure 13、Table 9)。その結果、式 (1) より求めた定

常状態での皮膚透過速度は、CNS5161 濃度の 1%から 8%への上昇に伴い増加し

た。しかし、8%を超えると皮膚透過速度は上昇せず、透過係数 Kp は、CNS5161

が 8%以上では低下傾向を示した。一方、lag time に対する添加濃度の影響につ

いては、いずれの濃度においても顕著な変化は認められなかった。 

 

Figure 13. Effect of the loading concentration of CNS5161 in Silicone PSAs on rat 

skin permeation profiles.  Cumulative amounts of CNS5161 that permeated across 

isolated rat skin are expressed as the mean with the bar showing S.D. values of four 

experiments. Keys: ●, 1%; ○, 2%; ■, 4%; □, 6%; ▲, 8%; Δ, 10%; , 12%; , 14%. 
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Table 9. Effect of the loading concentration of CNS5161 in Silicone PSAs on rat 

skin permeation  

Drug loading  

(%) 

Steady-state flux 

(μg/cm
2
/h) 

Permeability  

Coefficient Kp, × 10
-5

 

(cm/h) 

Lag time 

(h) 

1 1.4 ±  0.2 13.6 ±  2.0 7.7 ± 1.1 

2 3.2 ±  0.9 15.9 ±  4.7 9.0 ± 0.7 

4 6.8 ±  1.3 17.1 ±  3.2 10.4 ± 3.3 

6 9.6 ±  0.4 16.0 ±  0.7 11.9 ± 0.9 

8 11.0 ±  1.8 13.8 ±  2.3 11.0 ± 1.7 

10 11.3 ±  1.9 11.3 ±  1.9 13.3 ± 2.2 

12 10.9 ±  1.0 9.1 ±  0.8 11.6 ± 1.3 

14 11.7 ±  1.3 8.4 ±  0.9 11.8 ± 2.3 

The steady-state flux and lag time were determined based on the cumulative amount 

permeated – time profile shown in Figure 13. Results are shown as the mean ± S.D. (n = 

4). 

 

CNS5161 の皮膚透過性と Silicone PSA からの放出性の関係を見ると、Figure 14

に示すように、1%から 8%の CNS5161 を含有する Silicone PSA では、定常状態

での皮膚透過速度が放出速度定数 kHに比例して上昇していることが分かった。

一方で、8%以上の CNS5161 濃度では、放出速度定数は 14%まで徐々に上昇して

いるにも関わらず皮膚透過速度は変化しなかった。通常、薬物の皮膚透過性は、

製剤からの放出速度に依存することがわかっており、前章の 10% CNS5161 を含

有している 6 種の PSA 製剤における検討においても確認されたが 47)、本章にお

ける結果では、CNS5161 の濃度が 8%以上では、CNS5161 の皮膚透過速度が放

出速度に依存していないことが示された。 
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Figure 14. Relationship between the steady-state flux and Higuchi’s release rate 

constant of CNS5161 from silicone PSAs.  Steady-state fluxes from Table 9 and 

release rates from Table 8 are expressed as the mean with the bar showing S.D. values 

of four and three experiments, respectively. 

 

そこで次に、CNS5161 の濃度が 8%以上において、皮膚透過速度が放出速度定

数に依存して上昇しなかった原因を明らかにするため、定常状態におけるラッ

ト皮膚中薬物濃度について調べ、皮膚透過速度との関係について検討した 

(Figure 15)。その結果、皮膚中の薬物濃度は PSA 中含有濃度 8%までは、含有濃

度に依存するように増加していることが示された。しかし、CNS5161 の濃度が

8%を超えると、皮膚中の薬物濃度は飽和することが示された。同じ結果が定常

状態での皮膚透過速度にも認められた。そこで、定常状態での皮膚中の薬物濃

度(Cskin ss) に対して定義した定常状態での皮膚透過クリアランス (CLskin ss) 

を下記の式 (5) より求めた。 

 

CLskin ss = Flux ss / Cskin ss (h
-1

)                   (5) 
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ここで、Flux ss は定常状態での皮膚透過速度(g/cm
2
/h)、Cskin ss は定常状態で

の皮膚中薬物濃度(g/cm
2
) である。 

算出した皮膚透過クリアランスは、2%から 14%までの CNS5161 濃度で、0.2 h
-1

とほぼ一定であることがわかった。このことは、皮膚中の薬物濃度が、駆動力

として CNS5161 の皮膚透過性を制御していることを示唆するものであった。レ

シーバーセル中では sink 条件が維持されているため、皮膚－レシーバー液間の

濃度勾配は減少しておらず、CNS5161 濃度 8%以上で皮膚透過速度が増加しない

理由とはならない。8%以上の CNS5161 含有 PSA で放出速度が徐々に増加して

いることを考えれば、8%以上の濃度の CNS5161 で皮膚濃度がほぼ一定である理

由は、薬物の皮膚内分布量が、皮膚の最大分布許容量に達したためではないか

と考えられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15. Effect of the loading concentration of CNS5161 in Silicone PSAs on skin 

concentration, permeation flux, and clearance of CNS5161 at the steady state.  

Skin permeation clearance was obtained by dividing the skin permeation flux by the 

skin concentration at the steady state for each formulation.  Results are expressed as 

the mean with the bar showing S.D. values of four experiments.  Keys: ■, skin 

concentration; ▲, skin permeation flux; ●, skin permeation clearance. 
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第 3節 CNS5161の皮膚透過性における角質層の影響 

 

角質層は、多くの薬物の皮膚透過の律速段階として機能する。そこで、

CNS5161 の皮膚透過性に対する角質層の影響をストリッピングにより角質層を

剥離したラット背部皮膚を用いて検討した。実験には、10% CNS5161 含有

Silicone PSA を用いた (Figure 16、Table 10)。ストリッピング群 (Tape-stripped) の

場合には、式 (1) より求めた定常状態での皮膚透過速度は、24.5 ± 1.8 g/cm
2
/h (n 

= 4) であり、無処置群 (Intact) (10.6 ± 0.5 g/cm
2
/h, n = 4) よりも 2.3 倍高かった。

更に、ストリッピング群の lag time (8.1 ± 0.7 h, n = 4) は、無処置群 (12.5 ± 1.9 h, 

n = 4) の 2/3 であった。しかし、これらの結果は、通常ストリッピングで得られ

る皮膚透過性亢進効果 49, 50)に比べると低い効果であり、角質層を剥離しても、

CNS5161 の皮膚透過性は顕著に亢進することはなく、lag time の有意な短縮にも

結び付かなかったことを示している。 

そこで次に、CNS5161 の皮膚透過抵抗における角質層の寄与について評価を

試みた。皮膚透過に及ぼす全抵抗に対する角質層の寄与率は次式 (6) により推

定できる。 

 

 (1 – Flux ss (Intact) / Flux ss (Tape-stripped) ) × 100  (%)        (6)  

 

ここで、Flux ss (Intact)は無処置皮膚における定常状態での皮膚透過速度 

(g/cm
2
/h)、Flux ss (Tape-stripped) はストリッピングした皮膚における定常状態での

皮膚透過速度 (g/cm
2
/h) である。 

算出の結果、CNS5161 の皮膚透過における全抵抗に対する角質層の寄与率は、

約 56.7%であることがわかった。この結果は、角質層が最も大きな透過障壁であ

ることを示してはいるものの、生きた表皮と真皮も全抵抗の 43.4%の割合で透過

障壁として機能していることを示すものであった。これは、予想していたより

もはるかに高い値であった。角質層が、薬物の皮膚透過に対する主なバリアで

あることは良く知られており、ケトチフェンでは 95%以上が、ブプレノルフィ

ンとその塩酸塩では、それぞれ約 83%と約 90%が角質層によるものと報告され
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ている 49, 50)。従って、今回評価した CNS5161 の皮膚透過抵抗に対する生きた表

皮と真皮の寄与は、ケトチフェンやブプレノルフィンと比較して大きいと考え

られ、つまり、CNS5161 が通過しなければならない障壁がより厚く、そのこと

が CNS5161 の経皮吸収における長い lag time の要因であると考えられた。生き

た表皮と真皮が、CNS5161 の透過に対する高い抵抗性を示した理由の一つは、

CNS5161 の脂溶性の高さ (Log KO/PBSの分配係数は 2.9) 
47)によるものと考えられ

る。生きた表皮や真皮は、角質層に比べ含水量が高く、角質層よりも親水性が

高いため、生きた表皮が脂溶性の高い薬物の場合、主要な拡散バリアとして機

能することが示唆されている 51)
 。 

 

 

Figure 16. Permeation profiles of the CNS5161 base through intact and 

tape-stripped rat skin from Silicone PSA with 10% CNS5161 loading.  

Cumulative amounts of the CNS5161 base that permeated are expressed as the mean 

with the bar showing S.D. values of four experiments. Keys: ●, Intact skin; ○, 

Tape-stripped skin. 
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Table 10. Permeation of the CNS5161 through intact and tape-stripped rat skin 

from Silicone PSA with 10% CNS5161 loading. 

Skin condition 
Steady state flux 

(μg/cm
2
/h) 

Lag time 

(h) 

Intact 10.6 ±  0.5 12.5 ± 1.9 

Tape-stripped 24.5 ±  1.8 8.1 ± 0.7 

The steady state flux and lag time were determined based on the cumulative amount 

permeated – time profile shown in Figure 16. Results are shown as the mean ± S.D. (n = 

4). 

 

一方、ストリッピング群では、実験終了時の累積透過量が、PSA 含有 CNS5161

の約 80%に達しており (Figure 16)、十分な皮膚透過が確認された。先にも述べ

たように、CNS5161 は、CYP1A2、2C9、2C19、2D6、3A4 による代謝を受ける

ほか 10)、ラットにおいても著しい肝代謝を受け、バイオアベイラビリティーが

約 5~6%と報告されている 10)。皮膚中にも CYP の存在は示唆されているが、分

布量は肝臓に比べて極めて少ないとされており、本検討においても、皮膚中で

の代謝は、本薬物の経皮吸収に有意な影響を及ぼさないことが示唆された。 

 

第 4 節 ヒト摘出皮膚における CNS5161 の透過性評価と製剤面積

予測 

 

皮膚透過性には種差があることが知られており、通常、ラット皮膚よりもヒ

ト皮膚の方が、皮膚透過性が低いことが知られている 52)。そこで、ヒトの摘出

皮膚を用いて 10% CNS5161 含有 Silicone PSA について、皮膚透過性試験を実施

し、臨床使用での性能を推定した (Figure 17、Table 11)。3 日間持続製剤の開発

を目標としているので本実験は 72 時間まで実施した。ヒト皮膚で得られた定常

状態での皮膚透過速度は、3.3 ± 1.6 g/cm
2
/h であり、ラットの皮膚で得られた値 

(11.1 ± 3.6 g/cm
2
/h) の約 30%の皮膚透過速度であった。一方、lag time の 7.2 ± 
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3.0 h はラットの皮膚 (13.3 ± 2.5 h)より短いものであった。これは、3 日間の連

続治療を想定していることから、許容できるレベルであると考えられる。皮膚

透過性がヒトとラットで異なる要因としては、皮膚の厚さの違いと角質層を含

む皮膚表面の脂質含有量の違いが考えられる 53)。 

 

 

Figure 17. Comparison in skin permeation of CNS5161 from Silicone PSA 

containing 10% CNS5161 between rat and human. Cumulative permeated amounts 

of CNS5161 base are expressed as the mean with the bar showing S.D. values of four 

experiments.  Key: ●, rat skin; ○, human skin. 
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Table 11. Comparison in skin permeation of CNS5161 from Silicone PSA 

containing 10% CNS5161 between rat and human. 

Animal species 
Steady state flux 

(μg/cm
2
/h) 

Lag time 

(h) 

Rat 11.1 ±  3.6 13.3 ± 2.5 

Human 3.3 ±  1.6 7.2 ± 3.0 

The steady state flux and lag time were determined based on the cumulative amount 

permeated – time profile shown in Figure 17. Results are shown as the mean ± S.D. (n = 

4). 

 

次いで、ヒト摘出皮膚で得られた結果を基にヒトに貼付する際に必要となる

製剤面積の推定を試みた。ヒトにおけるCNS5161の有効血中薬物濃度は 3 ng/mL、

また全身クリアランスが 106 L/h であると報告されている 4)。このことは、定常

状態での吸収速度が、少なくとも 318 g/h は必要となること示している。市販

製剤で認められている経皮吸収型製剤の最大有効面積が 140 cm
2 であることを

考えれば、CNS5161 は 2.27 g/cm
2
/h の速度で全身血液循環に吸収される必要が

ある。これは、先のヒト皮膚透過性試験で得られた皮膚透過速度 (3.3 g/cm
2
/h) 

よりも低く、製剤面積が 96 cm
2あれば有効血中薬物濃度が得られることとなる。

よって、本推定により 10% CNS5161 含有 Silicone PSA は、ヒトでの臨床使用を

可能とする有用な製剤であることが示唆された。 

以上の結果は、Silicone PSA が CSN5161 の経皮吸収型製剤として最も適した

ものであること、並びに、臨床使用では、10% CSN5161 を含む Silicone PSA が

適切であることが明確に示された。しかし、患者のQOLをより向上させるため、

より小さく、より効果の高い 3 日持続型経皮吸収型製剤を作りたいと考えてい

た。次に CNS5161 の皮膚透過速度を高め、lag time を短縮するのに何らかの補

助剤を使用することを考え、更なる検討を行うこととした。 
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第 IV章 吸収促進剤の効果 

 

 前章において、Silicone PSA を用い、より経皮吸収性の高い CNS5161 製剤を調

製するため、CNS5161 の添加濃度の影響を検討したが、10%以上に添加濃度を

上昇させても、皮膚透過速度の増大にはつながらなかった。一方、ヒト摘出皮

膚を用いた検討結果から、10% CNS5161 含有 Silicone PSA は臨床使用可能な製

剤であることも推定できた。本章では、より簡便で高い QOL につながる製剤の

開発を目指し、12 種類の吸収促進剤を用いて、より高い皮膚透過性を示す経皮

吸収型製剤の調製を試みた。前章で示した 10% CNS5161 含有 Silicone PSA をコ

ントロール製剤として、種々の吸収促進剤を添加した製剤を調製し、in vitro ラ

ット皮膚透過性試験により評価した。更に、最も吸収促進効果が認められた製

剤を用いて、その皮膚透過性の向上をもたらした要因について検討するととも

に、実用化のための製剤面積の試算を行った。 

 

第 1節 皮膚透過性に及ぼす種々の吸収促進剤の影響 

 

一般に、薬物の皮膚透過障壁を克服するためには、化学的アプローチ、物理

的アプローチが知られているが 9)、本研究では、吸収促進剤を使った化学的アプ

ローチを選択し、10%の CNS5161 を含有する Silicone PSA を用いた経皮吸収型

製剤を調製することとした。吸収促進剤としては、まず、脂肪酸アルコール、

脂肪酸エステル系促進剤として、oleyl alcohol (OA)、diisopropyl adipate (DIA)、

diisopropyl sebacate (DIS)、isopropyl myristate (IPM) を選んだ。これらの化合物は、

脂質-脂質、並びに (もしくは) 脂質-タンパク質構造を乱すことで、角質層を通

る薬物の拡散性を高め 9)、角質層への薬物の分配も高めることが示唆されている

54)。次に、薬物の角質層中の拡散性、角質層中への溶解性を高めると考えられて

いる dimethyl sulfoxide (DMSO)とN-methyl-2-pyrolidone (NMP)
 9)を非プロトン溶媒

として用いた。次に、lauromacrogol (LM) 
55)、sorbitan monolaurate (SM) 

56)、crotamiton 

(CR) を界面活性剤として選んだ。更に、2 成分系 (DIA + DMSO) と 3 成分系
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(propylene glycol (PG) + DIA + polyvinylpyrrolidone (PVP)) についても、CNS5161 の

皮膚透過性を改善可能か否かの検討を加えた。 

得られた結果を Table 12 及び Figure18-a,b,c にまとめた。Silicone PSA 中に保

持できる各経皮吸収促進剤の添加量は低かったため、Table 12 に示すように比較

的低濃度の利用に限られた。DIA や DMSO は、CNS5161 の定常状態での皮膚透

過速度をわずかに高めた。他の吸収促進剤は、それぞれ単独では CNS5161 の皮

膚透過性に影響を及ぼさなかった。いずれの促進剤も単独使用によって

CNS5161 の皮膚透過性を十分に促進することはできなかったことから、DIA 

(6%) と DMSO (3%) を組み合わせた 2 成分系を検討したところ、コントロール

に対して約 1.4 倍と定常状態での皮膚透過速度を有意に改善できた (P< 0.01) 

(Table 12、Figure 18-c)。次に、他の促進剤と併用した場合に皮膚透過性に対して

相乗的な促進効果を示す可能性が報告されている PG 
9)と PSA中で薬物の結晶化

を防ぐ可能性のある PVP
 41)に着目した。予備的な検討結果より、PG (1.5%) 及び

PVP (5%) の単独使用は、CNS5161 の定常状態での皮膚透過速度を十分促進しな

いことが確認された (コントロールに対して、それぞれ 115%と 128%)。更に、

PG (1.5%) 及び DIA (3%) の 2 成分系についても予備的検討を行ったが、定常状

態での皮膚透過速度は変化しなかった (コントロールに対して 99%)。しかし、

PG (1.5%)、DIA (3%)、PVP (5%) を含む 3 成分系 Silicone PSA は、CNS5161 の

定常状態での皮膚透過速度を検討した製剤中で最大に増加させ、皮膚透過性は

コントロールの約 1.8 倍まで亢進した (p< 0.01) (Table 12、Figure 18-c)。更に、

この PG (1.5%)、DIA (3%)、PVP (5%) の 3 成分系は、調製後、18 か月間、結晶

の析出が見られなかった。これは、5%の PVP を含んだ Silicone PSA でも同様な

結果が得られたことから、PVP の結晶析出抑制効果によるものと考えられた。 
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Table 12. Effect of various enhancers on rat skin permeation of CNS5161 from 

Silicone PSAs containing 10% CNS5161 

Each silicone PSA contained 10% CNS5161.  The steady-state flux and lag time were 

determined on the basis of the cumulative amount permeated - time profile. Results are 

shown as the mean ± S.D. of 4 or more experiments.  The flux enhancement factor 

means the ratio to the control (silicone PSA) in the steady-state flux. *, p< 0.05, **, p< 

0.01, significantly different from the control. 

Enhancer 
Concentration  

(%) 

Steady-state flux 

(μg/cm
2
/h) 

Flux 

enhancement 

factor 

Lag time 

(h) 

Control 

(without enhancer) 
0 10.1 ± 1.3 1.00 11.7 ± 2.3 

Oleyl alcohol  

(OA) 
3 10.5 ± 1.5 1.04 14.9 ± 1.1 

Diisopropyl adipate  

(DIA) 
3 12.6 ± 2.2* 1.25 11.9 ± 4.1 

Diisopropyl adipate  

(DIA) 
6 13.5 ± 0.9** 1.34 10.5 ± 2.2 

Diisopropyl sebacate 

(DIS) 
3 12.4 ± 2.3 1.23 11.0 ± 1.5 

Isopropyl myristate  

(IPM) 
3 11.7 ± 0.8 1.16 14.2 ± 1.7 

Crotamiton 

(CR) 
3 9.9 ± 1.5 0.98 15.2 ± 1.5 

N-Methyl-2-pyrolidone 

(NMP) 
3 10.5 ± 1.9 1.04 13.6 ± 3.2 

Dimethyl sulfoxide 

(DMSO) 
3 14.1 ± 1.5** 1.40 10.9 ± 2.1 

Lauromacrogol 

(LM) 
3 10.7 ± 2.2 1.06 14.3 ± 3.7 

Sorbitan monolaurate 

(SM) 
3 11.0 ± 2.0 1.09 11.8 ± 3.1 

DIA  

DMSO 

6 

3 
14.3 ± 2.3** 1.42 10.6 ± 2.0 

Propylene glycol (PG) 

DIA 

Polyvinylpyrrolidone 

(PVP) 

1.5 

3 

5 

17.7 ± 4.1** 1.75 11.8 ± 0.5 
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Figure 18-a. Effect of various enhancers on rat skin permeation profiles of 

CNS5161 from Silicone PSAs containing 10% CNS5161. Cumulative amounts of 

CNS5161 that permeated across isolated rat skin are expressed as the mean with the bar 

showing S.D. values of four experiments.  Keys: ●, Control (silicone PSA without 

enhancer); ○, OA(silicone PSA contains 3% OA); ■, DIA(silicone PSA contains 3% 

DIA); □, DIA(silicone PSA contains 6% DIA); ▲, DIS(silicone PSA contains 3% DIS) 
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Figure 18-b. Effect of various enhancers on rat skin permeation profiles of 

CNS5161 from Silicone PSAs containing 10% CNS5161.  Cumulative amounts of 

CNS5161 that permeated across isolated rat skin are expressed as the mean with the bar 

showing S.D. values of four experiments.  Keys: ●, Control (silicone PSA without 

enhancer); ○, IPM(silicone PSA contains 3% IPM); ■, CR(silicone PSA contains 3% 

CR); □, NMP(silicone PSA contains 3% NMP); ▲, DMSO(silicone PSA contains 3% 

DMSO) 
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Figure 18-c. Effect of various enhancers on rat skin permeation profiles of 

CNS5161 from Silicone PSAs containing 10% CNS5161.  Cumulative amounts of 

CNS5161 that permeated across isolated rat skin are expressed as the mean with the bar 

showing S.D. values of four experiments.  Keys: ●, Control (silicone PSA without 

enhancer); ○, LM(silicone PSA contains 3% LM); ■, SM(silicone PSA contains 3% 

SM); □, DIA/DMSO(silicone PSA contains 6% DIA and 3%DMSO); ▲, 

PG/DIA/PVP(silicone PSA contains 1.5% PG, 3%DIA and 5%PVP) 
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第 2節 吸収促進剤による皮膚透過性改善機構の検討 

 

前節において PG/DIA/PVP 製剤により、CNS5161 の皮膚透過を有意に向上さ

せることに成功した。本節では、その透過改善メカニズムについて解明するた

め、定常状態での放出速度定数 (kH)、皮膚透過速度 (Flux)、皮膚中薬物濃度及

び皮膚透過クリアランスを算出し、コントロール製剤と比較した (Table 13)。

PG/DIA/PVP 製剤からの累積放出量は時間の平方根に比例しており、得られた

Higuchi 放出速度定数は、コントロール製剤とほぼ同じであった。しかし、定常

状態における CNS5161 皮膚中薬物濃度は、PG/DIA/PVP 製剤貼付時には、コン

トロール製剤貼付時よりも有意に低いことが明らかとなった。一方で、定常状

態における皮膚透過速度は PG/DIA/PVP 製剤の方が有意に大きいことから、皮

膚中濃度に対して定義した皮膚透過クリアランスは、PG/DIA/PVP 製剤の方がコ

ントロール製剤の約 2.6 倍と有意に高いことが明らかとなった。この結果は、

PG/DIA/PVP 製剤貼付時、CNS5161 の皮膚中での拡散性が亢進していることを示

唆している。DIA のみ添加した製剤、または DIA 及び PG の 2 成分系では、透

過改善の傾向はみられたものの有意な改善には至らなかったが、PVP を追加す

ることで経皮吸収性が向上し、有意な透過性の亢進が得られた。PG は、併用し

た吸収促進剤の皮膚内への分配を高めることが示唆されているが 9)、本製剤では、

更に PVP を添加することが、DIA の皮膚中への分布を改良するために必要であ

った可能性が考えられる。また、Silicone PSA は、一般に水蒸気を透過しやすい

ことから 35)、吸湿性を有する PVP 
57, 58)の添加が、PSA 貼付後の皮膚の水和 59)に

つながり、それが DIA、或いは CNS5161 の皮膚透過性の改善につながった可能

性が考えられた。更に、先にも述べたように PVP には結晶化抑制作用があり、

CNS5161 のより安定した PSA 中の存在状態が、皮膚透過性の改善に寄与した可

能性も考えられる。 

一方、通常、lag time = L
2
/6D, (L：皮膚の厚み、D：拡散係数) の関係が成り立

つことから、皮膚中の拡散性が亢進すれば lag time は短縮すると考えられるが、

本検討においては、吸収促進剤の適用により皮膚中の拡散性が亢進したにも関
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わらず lag time の短縮には至らなかった。PG/DIA/PVP 製剤による皮膚透過改善

機構としては、上述したように、PVP による皮膚の水和により DIA、PG の皮膚

中への分配が向上し、それにより CNS5161 の皮膚中の拡散が亢進したものと考

えている。従って、PVP による皮膚の水和が起こり、DIA、PG の皮膚への分配

が促されるまでにある程度の時間が必要であったために、lag time の短縮に繋が

らなかった可能性が考えられる。 

 

Table 13. Release and skin permeation characteristics of PG/DIA/PVP-Silicone 

PSAs containing 10% CNS5161 

Formulations 
kH 

(g/cm
2
/h

1/2
) 

Flux ss 

(g/cm
2
/h) 

Cskin,ss 

(g/cm
2
) 

CLskin, ss  

(h
-1

) 

Control 214.0 ± 22.0 9.48 ± 1.56 49.20 ± 5.13 0.19 ± 0.02 

PG/DIA/PVP 227.7 ± 26.0 15.28 ± 1.92 31.50 ± 2.77 0.49 ± 0.09 

p > 0.4 < 0.001 < 0.001 < 0.001 

kH and Cskin, SS represent Higuchi's release rate constant and steady state concentration 

in the skin for CNS516, respectively. CLskin, SS is the skin permeation clearance 

defined to the skin concentration at the steady state.  PG/DIA/PVP-silicone PSAs 

contained 1.5% PG, 3% DIA, and 5% PVP as absorption promoters and 10% 

CNS5161.  Results are expressed as the mean ± S.D. of four experiments.  

 

更に、多くの吸収促進剤は薬物透過の主なバリアである角質層に作用するこ

とで薬物の皮膚透過性を高めていると考えられているが、CNS5161 の場合、第

III 章 第 3 節において検討した CNS5161 の皮膚透過性における角質層の影響

(Figure 16) で明らかとなったように角質層を除去したストリッピング群におい

ても、lag time は無処置群に比べて著しい短縮には繋がらなかった (ストリッピ

ング群 約 8.1 時間; 無処置群 約 10.6 時間)。これは、角質層のみならず、生き

た表皮及び真皮も CNS5161 の経皮吸収性にとってバリアとして機能しているこ
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とを示唆しており、この透過しなければならないバリアの厚さが、lag time の短

縮を困難にした理由の一つと考えられる。 

しかしながら、PG/DIA/PVP 製剤による皮膚透過性改善機構については、今後、

更に詳細に検討する必要があると考えている。 

 

第 3節 製剤面積の予測 

 

次いで、PG/DIA/PVP 製剤をヒト皮膚に貼付した際、十分な薬理作用を発揮す

るために必要な製剤面積の推定を試みた。PG/DIA/PVP 製剤により得られた透過

改善効果がヒト皮膚に対しても同様に期待できると仮定すると、PG/DIA/PVP 製

剤をヒト皮膚に貼付の際に期待できる定常状態での CNS5161 皮膚透過速度は、

およそ 5.6 g/cm
2
/h に達するものと考えられる 47)。前述したように、CNS5161

のヒトでの有効血中薬物濃度は 3 ng/mL、全クリアランスは 106 L/h なので 4)、

貼付後の定常状態において有効血中薬物濃度に到達するために必要な

DIA/PG/PVP 製剤の面積は、57 cm
2程度と推定された。貼付剤の製剤サイズは、

患者が使いやすく、経皮吸収型製剤として受け入れられるものでなければなら

ない。一般に使用されている製剤サイズは 70 cm
2や 140 cm

2であるが、この推

定されたサイズは、これらよりも小さいものであり、標準的サイズのひとつで

ある 70 cm
2で十分な効果が期待できるものと考えられた。
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第 V章 CNS5161の薬理学的有効性及び皮膚刺激性の評価 

 

 前章のラット皮膚透過性試験の結果、PG/DIA/PVP 製剤  (10% CNS5161- 

1.5%PG-3%DIA-5%PVP 含有 Silicone PSA) が最も優れた CNS5161 皮膚透過性を

示す製剤であることが明らかとなった。そこで本章では、PG/DIA/PVP 製剤及び

DIA/DMSO 製剤を用いて、その薬理学的有効性及び皮膚安全性の評価を行い、

実用化の可能性について検討を行った。薬理効果の評価は、神経因性疼痛モデ

ルとして、ラットを用いて作製した Bennett モデル 60)により、皮膚安全性の評価

は、ウサギを用いた皮膚一次刺激性試験により行った。 

 

第 1節 Bennettモデルによる薬理効果評価 

 

不完全神経因性疼痛モデルであるBennettモデルを神経因性疼痛モデルとして

用い 60, 61)、PG/DIA/PVP 製剤と DIA/DMSO 製剤の 2 種の 10% CNS5161 含有

Silicone PSA について、CNS5161 の薬理学的有効性を評価した (Table 14)。 Table 

14 に示すように、両製剤とも疼痛閾値を有意に高めることが明らかとなったが、

特に、PG/DIA/PVP 製剤が概して最大の薬理作用をもたらすことが示された。  

8 時間目の疼痛閾値が、4 時間目の値よりも低下する傾向を示したが、その原因

は明らかとなっていない。モデルラットの感受性の変化などが可能性としては

考えられるが、今後、薬理効果に焦点を絞った詳細な検討が必要と考えている。 

本研究では、中枢神経に存在する NMDA 受容体をターゲットとして、循環血

中へ吸収された後の、所謂、全身性の作用を目指し、不完全神経因性疼痛モデ

ルである Bennett モデルにより薬理学的有効性を評価したが、NMDA 受容体は、

末梢神経にも存在することから、局所的な作用も期待できると考えられる。実

際、予備的検討として、局所的な鎮痛作用を評価するピンプリック試験を行っ

たところ、CNS5161 には局所における鎮痛作用が示されており、アロディニア

等の末梢神経で起こる神経因性疼痛に対しても有効な治療薬となりうると考え

ている。 
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Table 14. Effect of CNS5161 Silicone PSAs on pain threshold in the rat hind paw 

Formulations 

Pain threshold (ratio to the initial value) 

2 h 4 h 8 h AUC0-8 

Control(placebo) 1.02 ±  0.12 1.00   ± 0.22 1.02 ± 0.16 8.06   ± 1.00 

DIA/DMSO 1.41 ±  0.39 * 1.36   ± 0.40 1.22 ± 0.31 10.33  ± 1.36 * 

PG/DIA/PVP 1.18 ±  0.40 1.85   ± 0.82 ** 1.29 ± 0.50  11.49   ± 3.28 ** 

The DIA/DMSO formulation contained 10% CNS6151, 6% DIA, and 3% DMSO and the PG/DIA/PVP formulation contained 10% 

CNS5161, 1.5% PG, 3% DIA, and 5% PVP.  The pain threshold was determined as the ratio to the initial value using Bennett’s model.  

The area under the ratio – time curve (AUC) was also calculated for a total evaluation from 0 to 8 h.  Results are expressed as the mean 

± S.D. of ten experiments.  Keys: DIA, diisopropyl adipate; DMSO, dimethyl sulfoxide; PG, propylene glycol; PVP, 

polyvinylpyrrolidone. **, p< 0.01; *, p< 0.05 significantly different from the control (placebo). 
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第 2節 皮膚一次刺激性試験による安全性評価 

 

外用剤に使用される原料の安全性評価において、皮膚一次刺激性試験は最も

基本的かつ重要な試験の一つである。この皮膚刺激は一定以上の濃度の化学物

質が皮膚に接触した時、誰にでも起こり得る現象である。この皮膚一次刺激性

に影響を与える因子としては、化学物質の濃度、接触時間、化学物質の量、接

触した皮膚の性質などが挙げられる。一般に化学物質に対する皮膚刺激反応は

化学物質の濃度の低下に伴い低下する傾向にあり、化学物質とそれに対する皮

膚反応の間には用量相関性が高いと言われている。 

今回、皮膚感受性が最も高い動物種であるウサギを用いて 62)、代表的な皮膚

一次刺激性試験法である Draize 法 63)により PG/DIA/PVP 製剤と DIA/DMSO 製剤

の皮膚一次皮膚刺激性を評価した (Table 15)。本試験にあたっては皮膚刺激性が

高いことが知られている sodium lauryl sulfate (SLS) を陽性対照として用いた。そ

の結果、陽性対照である 1% SLS 溶液は、最も著明な紅斑や浮腫を引き起こし、

“中等度刺激性”に分類された。DIA/DMSO 製剤も“中等度刺激性”に分類さ

れる結果となったが、PG/DIA/PVP 製剤は、軽度の紅斑や浮腫を生じるのみで、

プラセボ群と共に“軽度刺激性”に分類された。通常、臨床使用されている市

販製剤の皮膚一次刺激性インデックス(P.I.I) は 2 前後であり、このことからも

PG/DIA/PVP 製剤が皮膚に対して安全であることが示された。 
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Table 15. Primary skin irritation study for CNS5161 Silicone PSAs 
 

Formulations 
Exp. 

No. 

(A) Erythema 

and Eschar  
(B) Edema 

P.I.I.
1)

 Evaluation 

24 h 72 h 24 h 72 h 

Control 

(placebo) 

1 1 0 0 0 

0.92  
Slight 

irritation 

2 1 0 0 0 

3 3 2 2 1 

4 0 0 0 0 

5 1 0 0 0 

6 0 0 0 0 

Mean 1.00 0.33 0.33 0.17 

DIA/DMSO 

1 3 2 1 1 

2.50 
Moderate 

irritation 

2 3 1 2 0 

3 2 1 1 1 

4 2 1 0 0 

5 2 1 1 0 

6 2 2 1 0 

Mean 2.33 1.33 1.00 0.33 

Draize’s evaluation [score] (A) Erythema and Eschar formation: 0, no erythema; 1, very 

slight (barely perceptible); 2, well defined; 3, moderate to severe; 4, severe (beet 

redness to eschar formation). (B) Edema formation: 0, no edema; 1, very slight (barely 

perceptible); 2, slight (edges of area well raised); 3, moderate (raised approximately 1 

mm); 4, severe (raised more than 1 mm and extending beyond the area of exposure).   

1)
: The P.I.I. (Primary Irritation Index) was calculated as the mean of “Erythema and 

Eschar” and “Edema” scores.  Each score was the sum of values at 24 h and 72 h.  

The evaluation of irritation was determined by the following criteria: P.I.I. = 0, no 

irritation; 0 < slight irritation < 2, 2 ≤ moderate irritation < 5; 5 ≤ severe irritation < 8.  

2)
: SLS: sodium lauryl sulfate. 
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Table 15. Primary skin irritation study for CNS5161 Silicone PSAs (continued) 
 

Formulations 
Exp. 

No. 

(A) Erythema 

and Eschar  
(B) Edema 

P.I.I.
1)

 Evaluation 

24 h 72 h 24 h 72 h 

PG/DIA/PVP 

1 1 1 1 0 

1.67 
Slight 

irritation 

2 2 1 0 0 

3 2 2 2 1 

4 1 0 0 0 

5 1 0 0 0 

6 2 2 1 0 

Mean 1.50 1.00 0.67 0.17 

1% SLS
2)

 

1 4 4 2 2 

4.67 
Moderate 

irritation 

2 4 4 3 2 

3 4 4 3 2 

4 4 4 3 2 

5 2 1 0 0 

6 1 1 0 0 

Mean 3.17 3.00 1.83 1.33 

Draize’s evaluation [score] (A) Erythema and Eschar formation: 0, no erythema; 1, very 

slight (barely perceptible); 2, well defined; 3, moderate to severe; 4, severe (beet 

redness to eschar formation). (B) Edema formation: 0, no edema; 1, very slight (barely 

perceptible); 2, slight (edges of area well raised); 3, moderate (raised approximately 1 

mm); 4, severe (raised more than 1 mm and extending beyond the area of exposure).   

1)
: The P.I.I. (Primary Irritation Index) was calculated as the mean of “Erythema and 

Eschar” and “Edema” scores.  Each score was the sum of values at 24 h and 72 h.  

The evaluation of irritation was determined by the following criteria: P.I.I. = 0, no 

irritation; 0 < slight irritation < 2, 2 ≤ moderate irritation < 5; 5 ≤ severe irritation < 8.  

2)
: SLS: sodium lauryl sulfate. 
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結論 
 

難治性の神経因性疼痛治療のための新規 NMDA 受容体拮抗薬である

CNS5161 の経皮吸収型製剤の実用化に向け、種々の検討を行い、以下の結論を

得た。 

まず、CNS5161 とその塩酸塩の物理化学的特性を検討した。いずれも、分子

量は 352、388 と小さく、良好な経皮吸収性が見込まれる値であった。CNS5161

の融点は、その塩酸塩の融点 (210
°
C) に比べて著しく低く 66

°
C であった。

CNS5161 のオクタノール-水分配係数 (KO/W) 及びオクタノール- PBS 分配係数 

(KO/PBS) は、それぞれ塩酸塩の数値と比較して、471 倍と 16 倍高く、その対数

値 2.7 と 2.9 は、皮膚透過性に適した数値であった。更に、CNS5161 とその塩酸

塩の飽和水溶液を用いたラット皮膚透過性試験において、CNS5161 は、塩酸塩

に比べて、104 倍皮膚透過性に優れていることが確認された。 

次に、物理化学的特性の異なる 6 種の PSA (SIS (1)、SIS (2)、Silicone、Acrylate 

(OH)、Acrylate (none)、Acrylate (COOH)) について、物理化学的特性、放出性、

皮膚透過性の観点から検討を加えた。まず、各 PSA に 10%濃度の CNS5161 を添

加したところ、SIS(1), SIS(2)及び Silicone PSA 中では、CNS5161 が非晶質状態で

存在していることが示唆された。それ以外のアクリル系 PSA では、飽和溶解度

が高く、CNS5161 は溶解していることが確認された。次に、180 度剥離試験に

より粘着力を評価した結果、最も粘着力が弱かった SIS (1) の 15.6±8.2 (g/cm) 

以外は、十分な粘着力を示すことが明らかとなった。ただし、最も粘着力が高

かったAcrylate (OH) のように粘着力が強すぎると皮膚自身を引き剥がすおそれ

が考えられた。次に、各 PSA からの放出性とラット皮膚透過性について検討し

た結果、いずれも Silicone PSA が、最も高い数値を示した。これは、Silicone PSA

中において、CNS5161 の熱力学的活動度が極めて高いことにより、放出性が最

も高く、それに続く皮膚透過性も高くなったものと考えられた。この結果より、

CNS5161 の経皮吸収型製剤を開発する上で、Silicone PSA が最も適していること

が明らかになった。また、CNS5161 の皮膚透過量と皮膚中濃度の時間推移の関
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係を調べた結果、CNS5161 は皮膚からレシーバー中の緩衝液へ分配、また皮膚

中の拡散を促すために、高い皮膚中濃度を必要とするものと考えられ、このこ

とが長い lag time を示す要因と推察された。 

次に、CNS5161 の添加濃度の最適化を目的に、1~14%の 8 濃度の CNS5161 を

含有した Silicone PSA を調製し、物理化学的特性、放出性及びラット皮膚透過性

を検討した。DSC 及び偏光顕微鏡で結晶の有無を確認したが結晶は認められず、

CNS5161 は非晶質状態で存在していることが確認された。次に、放出試験及び

in vitro ラット皮膚透過性試験を行った結果、薬物濃度が 1%から 8%の Silicone 

PSA では、定常状態での皮膚透過速度が放出速度定数 kHに比例して上昇したが、

薬物濃度が 8%以上では放出速度定数 kH が 14%の薬物濃度まで徐々に上昇して

いるにも関わらず定常状態での皮膚透過速度は増加しなかった。そこで、

CNS5161 の皮膚中濃度を測定し、皮膚透過クリアランスを求めることにより

CNS5161 の皮膚透過性を検討した。皮膚中薬物濃度は、添加濃度が 8%までは添

加濃度に依存するように増加したが、8%を超えると飽和していた。同じ傾向が、

定常状態の皮膚透過速度にも見られ、この定常状態での皮膚透過速度及び皮膚

中薬物濃度より求めた皮膚透過クリアランスは、CNS5161 の添加濃度 2%から

14%まで 0.2 h
-1とほぼ一定であることがわかった。このことは、皮膚中の薬物濃

度が、駆動力として CNS5161 の皮膚透過性を制御していることを示唆するもの

であった。次いで、CNS5161 の皮膚透過性に及ぼす角質層の影響を調べるため、

角質層を剥離した皮膚で皮膚透過性試験を実施したところ、無処置群に比べて、

2.3 倍高い透過性を示した。得られた結果を基に推定した CNS5161 の皮膚透過

に及ぼす全抵抗に対する角質層の寄与率は 56.7%に過ぎず、他の薬物に比べて生

きた表皮及び真皮の透過障壁としての影響が大きいことが示唆された。次に、

実用化の可能性を評価するため、10% CNS5161 含有 Silicone PSA についてヒト

皮膚を用いた皮膚透過性試験を行った。その結果、ヒト皮膚は、ラット皮膚に

比べて、約 30%の皮膚透過性を示すことが明らかとなった。この結果を基に求

めた必要製剤面積は 96 cm
2であり、市販製剤の最大面積 (140 cm

2
) と比べても

小さく、経皮吸収型製剤として有用性を示唆する結果が得られた。 
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次に、患者の QOL 向上のために、より面積の小さな経皮吸収型製剤の開発を

念頭に、種々の吸収促進剤を用いて CNS5161 の皮膚透過性の亢進を試みた。10% 

CNS5161 含有 Silicone PSA に吸収促進剤を単体で添加した場合、有意な透過改

善効果は見られなかったが、DIA (6%) と DMSO (3%) を組み合わせた 2 成分系

製剤で、コントロールの約 1.4 倍、PG (1.5%)、DIA (3%)、PVP (5%) を含む 3 成

分系で、約 1.8 倍と高い定常状態における皮膚透過速度が得られた。PG/DIA/PVP

製剤で得られた透過促進効果の機構について検討した結果、皮膚中薬物濃度は

有意に低下している一方で、皮膚透過クリアランスは、コントロールに対して

約 2.6 倍と有意に高いことが明らかとなり、PG/DIA/PVP 製剤は、皮膚中の

CNS5161 の拡散性を高めることが示唆された。得られた結果より、推定した製

剤面積は 57 cm
2となり、より小さく、取り扱いやすい経皮吸収型製剤開発の可

能性が示された。 

次いで、神経因性疼痛モデルとして Bennett モデルを使用し、皮膚透過性の改

善に成功した PG/DIA/PVP 製剤と DIA/DMSO 製剤との 2 種類について薬理学的

有効性を評価した。その結果、両方の製剤とも疼痛閾値を有意に高めた。特に、

PG/DIA/PVP 製剤は、検討した製剤の中で最大の薬理作用を示した。最後に、皮

膚一次刺激性を Draize 法により評価した。その結果、DIA/DMSO 製剤は陽性対

照として検討した 1% SLS と同じ“中等度刺激性”に分類されたが、PG/DIA/PVP

製剤では軽度の紅斑や浮腫しか生じず、プラセボ群と共に“軽度刺激性”に分

類され、PG/DIA/PVP 製剤が皮膚に対して安全であることが示された。以上の結

果より、PG/DIA/PVP 製剤は、有効性及び安全性において、神経因性疼痛治療に

効果的な経皮吸収型製剤であることが明らかになった。 

以上、本研究により著者は、神経因性疼痛治療薬である CNS5161 の経皮吸収

型製剤の開発を目的に、最適な PSA として Silicone PSA を選択し、薬物濃度の

最適化及び吸収促進剤の利用により、十分な皮膚透過性を示す製剤を見出した。

更に、薬理学的有効性が認められ、加えて、皮膚刺激性も許容されるレベルで

あることから、CNS5161 の経皮吸収型製剤として実用可能な有望な製剤である

ことが明らかになった。 
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実験の部 

第 I章 実験の部 

【1】試薬 

CNS5161 塩酸塩は、PAION UK Limited (元、CeNeS Limited) (Cambridge, UK)

から提供を受けた。水酸化ナトリウム (特級)、酢酸エチル (特級)、無水硫酸

マグネシウム (特級)、ヘキサン (特級)、アセトニトリル (高速液体クロマト

グラフ用)、トリフルオロ酢酸 (特級) は、和光純薬工業 (株)、リン酸緩衝生

理食塩錠は、タカラバイオ (株) から購入した。その他の試薬は、分析試薬特

級を和光純薬工業 (株) から購入した。精製水は帝國製薬 (株) 専用脱イオン

水を使用した。 

 

【2】実験動物 

雄の Wistar 系ラット (日本エスエルシー (株)) を、室温 23
°
C 湿度 55%で飼

育し、実験前には、標準実験動物用の餌と水を自由に与えた。体重 200~250 g

のラットを各実験群に無作為に割り付けた。本研究は、帝國製薬 (株) の倫理

委員会の承認を受けて実施し、Principles of Laboratory Animal Care (NIH 

publication #85-23) を遵守して実施された。 

 

【3】CNS5161塩酸塩から CNS5161の調製方法 

8 N 水酸化ナトリウムを CNS5161 塩酸塩水溶液 (約 7 mg/mL) に加えた。

水溶液を塩化ナトリウムで飽和させ、遊離塩を酢酸エチル中に抽出した。酢酸

エチル抽出液に無水硫酸マグネシウムを加え水分を除去した後、その酢酸エチ

ル抽出液をロータリーエバポレータによって減圧乾燥させた。残留物にヘキサ

ンを加え、CNS5161 の結晶化を実施し、得られた結晶を減圧下で数時間乾燥

させ、CNS5161 を調製した。CNS5161 の純度は、HPLC 法で UV 検出器を使

用して求めた。 
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【4】CNS5161及びその塩酸塩の溶解度測定法 

ネジ栓付きバイアル瓶に 10 mL 精製水もしくは PBS (pH7.4)を加え、過剰な

量の CNS5161 もしくはその塩酸塩を添加し、密封したバイアル瓶を 37℃の水

浴中で 48 時間緩やかに振とうさせた。これらの薬物が溶媒中で飽和濃度に達

するには、48 時間の保温及び振とうで十分であることが、経時的なサンプリ

ング測定により確認された。その後、それぞれの上澄み液を孔径 0.45 μm のメ

ンブランフィルターでろ過し、ろ液を移動相で適宜正確に希釈し、この液 20 μL

につき以下のHPLC法によりCNS5161もしくはその塩酸塩の濃度を定量した。 

 

＜HPLC システム＞   

ポンプ LC-2010C (株) 島津製作所 

検出器 LC-2010C (株) 島津製作所 

オートサンプラー LC-2010C (株) 島津製作所 

カラムオーブン LC-2010C (株) 島津製作所 

データ処理装置 CLASS-VP (株) 島津製作所 

 

＜HPLC 条件 1＞ 

カラム YMC ODS-AM, 4.6 mm i.d. × 75 mm (YMC(株)) 

移動相 
水／アセトニトリル／トリフルオロ酢酸混液 

(500 : 500 : 1, v/v/v) 

流量 0.55 mL/min  

検出波長 254 nm  

カラム温度 40
°
C  
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【5】CNS5161 及びその塩酸塩の液系 in vitro ラット皮膚透過性試

験法 

CNS5161 の皮膚透過性試験のモデル膜として、ラットの背部皮膚を使用し

た。電気クリッパー (岡山大東電機工業(株)) とシェーバー (BRAUN(株)) を

使ってラットの毛を除去した後、背部から皮膚小片を切り出し、皮下脂肪と結

合組織を丁寧に除去した。次に、摘出したラット皮膚を side-by-side 拡散セル

に取り付けた。このセルの有効拡散面積は 0.785 cm
2であった。200 L のレシ

ーバー液を 500 L 容シリンジを用いて、予め設定した時間間隔で採取した。

拡散セルの温度は循環水ポンプを使って 37 ± 0.5
°
C に維持した。 

試料を本章【4】CNS5161 及びその塩酸塩の溶解度測定法と同じ HPLC 法を

使用して CNS5161 を定量した。なお、検量線サンプル (0.01~50 μg/mL の 5 濃

度)は測定毎に調製した。レシーバー側に透過した CNS5161 の累積透過量を各

時点で計算し、CNS5161 の定常状態での皮膚透過速度 (Fluxx ss) を累積透過

量の時間曲線の線形部分から Fick の拡散第 1 法則の式 (1) によってそれぞれ

の実験ごとに求めた。 

 

Flux ss = (dQ/dt)/S = Kp·C0   (g/cm
2
/h),          (1) 

 

ここで、dQ/dt、S、Kp、C0 は、それぞれ定常状態での皮膚透過速度 (g/h)、

有効拡散面積 (cm
2
)、見かけの透過係数 (cm/h)、並びに CNS5161 の初期濃度

(g/cm
3
)である。Flux ss は、累積透過量－時間曲線の見かけ上の線形に見える

部分の傾きを求めた。lag time は、それぞれの透過曲線の線形部分を延長して

時間軸と交差する点から求めた。 

 

【6】統計処理 

in vitro 皮膚透過性試験で得られた結果は、4 回の実験の平均 ± S.D. として

表現した。分散分析法(ANOVA)を用いて、グループ間の有意差を検定した。

平均の差の有意性を Dunnett 法もしくは Student t-検定を使って求めた。 
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第 II章 実験の部 

【1】試薬 

CNS5161HCl から調製された CNS5161、アセトニトリル(高速液体クロマト

グラフ用)、トリフルオロ酢酸 (特級)、リン酸緩衝生理食塩錠、精製水につい

ては、第 I 章実験の部を参照のこと。 (±)-塩酸メトキシベラパミル (特級) は、

メルクジャパン (株) から購入した。スチレン・イソプレン・スチレンブロッ

ク共重合体(SIS)は、日本ゼオン(株)から購入した。酢酸エチルに溶かしたアク

リル PSA の DURO-TAK 87-9301、387-2516 並びに 87-2194 は、日本エヌエス

シー (株) (現、ヘンケルジャパン (株)) から提供を受けた。酢酸エチルに溶か

した Silicone PSA の BIO PSA 7-4602 は、東レ・ダウコーニング (株) から提供

を受けた。ポリブテンは、新日本石油 (株) (現、JX 日鉱日石エネルギー (株)) 

から購入した。脂環族飽和炭化水素樹脂は、荒川化学工業 (株) から購入した。

ミネラルオイル (日本薬局方) は、カネダ (株) から購入した。ジブチルヒド

ロキシトルエン (医薬品添加物規格)、テトラヒドロフラン (高速液体クロマト

グラフ用)、トリエチルアミン (特級)、リン酸 (特級)は、和光純薬工業 (株) か

ら購入した。1-ドデカンスルホン酸ナトリウム (特級) は、東京化成工業 (株) 

から購入した。その他の試薬は、分析試薬特級を和光純薬工業 (株) から購入

した。 

 

【2】実験動物 

実験動物については、第 I 章実験の部を参照のこと。 

 

【3】感圧粘着剤 (PSA) の調製 

酢酸エチル中に溶かしたアクリル PSA 溶液と酢酸エチル中に溶かした

Silicone PSA 溶液を入手した状態で使用した。SIS (1) PSA 溶液は、適切な量の

SIS とポリブテンをトルエン中に 70
°
C で数時間溶解させて調製した。SIS (2) 

PSA 溶液は、適切な量の SIS、ポリブテン、ミネラルオイル、脂環族飽和炭化

水素樹脂、ジブチルヒドロキシトルエンをトルエン中に 70
°
C で数時間溶解さ 
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せて調製した。一定量の CNS5161 をそれぞれの PSA 溶液に添加し、それぞれ

の溶液中に完全に溶解させた。次に、PSA 溶液をポリエステルライナーの表面

に乾燥後の厚さが 100 μm になるように延ばし、直ちに 60~100
°
C の乾燥機で

10~15 分間乾燥させて残留している溶媒を除去し、得られた乾燥後の PSA の

表面をポリエステルフィルムでラミネートし各 PSA を調製した。 

 

【4】示差走査熱量測定 

各 PSA について、示差走査熱量測定 (DSC) を Pyris 1 DSC ((株) パーキン

エルマージャパン) を用いて実施した。10 mL/min の窒素雰囲気下で試料を

20
°
C/min の上昇率で 40

°
C から 220

°
C まで昇温した。CNS5161 の吸熱ピークが

存在することで PSA 中に CNS5161 結晶が存在していることを確認した。 

 

【5】偏光顕微鏡観察 

各 PSA の CNS5161 の結晶状態を偏光顕微鏡 (digital polarized microscope 

VHX600、(株) キーエンス) を用いて倍率:100 倍で観察した。 
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【6】感圧粘着剤 (PSA) 中の溶解度測定 

(1) 赤外分光測定法 (ATR法) 

PSA 中の CNS5161 の飽和溶解度をフーリエ変換赤外分光光度計 (FT-IR 

(ATR 法) (IR Prestige21、(株) 島津製作所) を用いて測定した。まず、既知の

薬物量を含有した PSA を調製し、薬物特有の波数 885 cm
-1でのピーク強度を

測定し、検量線を引いた。次に、薬物を添加していない PSA を FT-IR の検出

器の上に置いた後、一定量の CNS5161 を PSA の上に載せた。経時的にピーク

強度を測定し、そのピーク強度が一定値に達した時点で PSA に添加した

CNS5161 の濃度を飽和溶解度とした (Figure 19)。 

Prism

ReflectionIncident Ray

Tape sample

Crystal

 

Figure 19  FT-IR (ATR 法) 測定の概略図 

 

 

 

 

 

 

Crystal 

PSA Sample 

Prism 

Reflection Incident Ray 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%82%A8%E5%A4%89%E6%8F%9B


 

 

75 

 

(2) Crystal seeding法 

CNS5161 の溶解度が、上記 (1) 赤外分光測定法(ATR 法)において、PSA に

含まれる添加物等の影響により CNS5161 特有のピークが検出されない場合に、

crystal seeding 法により溶解度を調べた。この測定方法は、様々な濃度の

CNS5161 を含む PSA を本章の【3】感圧粘着剤(PSA)の調製で示した方法で調

製した。次に、各濃度の PSA をスライドガラスに貼り付け、剥離ライナーを

剥がし、スライドガラス側とは反対側の PSA 表面に CNS5161 の粉末を振り掛

け、そのままの状態で静かに静置した。その後、偏光顕微鏡を用いて CNS5161

の結晶成長の有無を観察して、飽和溶解度を判断した (Figure 20)。 

 

 

 

 

Figure 20  Crystal seeding 法の概略図 

 

 

 

 

 

PSA 

Glass slide 

Crystal 

Observe samples as a function of time 
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【7】粘着力試験法 (180度剥離試験法) 

レオメーター (CR-500DX、(株) サン科学) を使用し、180 度剥離試験を実

施した。まず、PSA を幅 10 mm に調整し、フェノール製の板に貼付けた後、

37
°
C で 30 分間静置した。その後、180 度方向の引き剥がし力を室温で 300 

mm/min の引き剥がし速度で測定した。それぞれの試料について、試験を 3 回

実施した(Figure 21)。 

 

 

 

 

 

 

Backing film 

Phenol resin panel 

Adhesive side 

Figure 21.  180 度剥離試験法の概略図 
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【8】CNS5161の放出試験法 

PSA からの CNS5161 の放出性について、Franz-type 拡散セルを使って調べ

た。一定面積(1.77cm
2
)の PSA をスライドガラスに粘着面を表にして貼り付け

た。次に、Franz-type 拡散セル内に 10 mL の PBS (pH7.4)を入れ、37 ± 0.5
°
C の

一定温度になった時点で、その拡散セル上に PSA が浸るように置いた。予め

設定した時間間隔で、レシーバー液 200 L を採取し、同量の新しい PBS を拡

散セルに加えた。採取した試料 20 μL を第 I 章【4】CNS5161 及びその塩酸塩

の溶解度測定法と同じ HPLC 法を使用して CNS5161 を定量した。なお、検量

線サンプル (0.01~50 μg/mL の 5 濃度)は測定毎に調製した。放出プロファイル

は、時間の平方根 (t
1/2

) に対する単位面積あたりの薬物の累積放出量(Q) で表

し、得られたプロファイルを以下のマトリックス中の薬物の拡散に関する

Higuchi 式 17)で解析した。 

 

Q = kH・t
1/2

  (g/cm
2
)                           (3)  

 

ここで kH は、Higuchi 速度定数である。 

 

【9】CNS5161の in vitroラット皮膚透過性試験法 

ラットの背部皮膚を、PSA からの CNS5161 の皮膚透過性試験のモデル膜と

して用いた。電気クリッパー  (岡山大東電機工業  (株 )) とシェーバー 

(BRAUN (株)) を使ってラットの毛を除去した後、背部から皮膚小片を切り出

し、皮下脂肪と結合組織を皮膚から丁寧に除去した。次に、この皮膚を

flow-through Franz-type 拡散セルに置いた。このセルの有効拡散面積は 1.77 cm
2

であり、測定法は軽微な変更を行い、拡散セルの温度を循環水ポンプを使って

レシーバー液 (PBS, pH7.4) を 37 ± 0.5
°
C に維持した。一定量のレシーバー液

をオートサンプラー (CHF100AA、アドバンテック (株)) を使って、予め設定

した時間間隔で採取した。 

採取した試料 20 μL を、第 I 章【4】CNS5161 及びその塩酸塩の溶解度測定
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法と同じ HPLC 法を使用して CNS5161 を定量した。なお、検量線サンプル 

(0.01~50 μg/mL の 5 濃度)は測定毎に調製した。レシーバー側に透過した累積

透過量を各時点で計算し、CNS5161の定常状態での皮膚透過速度 (Fluxx ss) を

累積透過量の時間曲線の線形部分から Fick の拡散第 1 法則の式 (1) によって

それぞれの実験ごとに求めた。 

 

【10】皮膚中の CNS5161の定量法 

ラット皮膚中の CNS5161 の貯留量は、in vitro 皮膚透過性試験に用いた皮膚

から CNS5161 を抽出した。まず、皮膚から PSA を取り除いた後、皮膚の表面

を蒸留水で丁寧に洗浄し、テッシュペーパーで注意深く拭いた。その後、

Silicone PSA に接触していた領域を切り出し、 POLYTORON (PT2100, 

KINEMATICA, New York, USA) を使って 4 mL 生理食塩水と一緒にホモジナ

イズし、生理食塩水で 20 倍に希釈した。この希釈した液 20 μL に、20 μL メタ

ノール、20 μL 内部標準溶液((±)-塩酸メトキシベラパミル溶液)、並びに 500 μL

アセトニトリルを添加した。Vortex mixer (VORTEX GENIE2, SCIENTIFIC 

INDUSTRIES, New York) で混合させた後、混合液を 3300 rpm、4
°
C で 6 分間

遠心分離し、得られた上澄み液を移動相で 2 倍希釈した。その後、得られたサ

ンプルを 0.2 μm 膜 (セントリカット、クラボウ(株)) でろ過した。ろ過液 20 

μL につき以下の HPLC 法により CNS5161 濃度を定量した。なお、検量線サ

ンプル (0.1~500 μg/mL の 5 濃度)は測定毎に調製した。 
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＜HPLC システム＞   

ポンプ LC-2010C (株) 島津製作所 

検出器 LC-2010C (株) 島津製作所 

オートサンプラー LC-2010C (株) 島津製作所 

カラムオーブン LC-2010C (株) 島津製作所 

データ処理装置 CLASS-VP (株) 島津製作所 

 

＜HPLC 条件 2＞ 

カラム 
Unison UK-C18 3.0 mm i.d. × 100 mm (インタクト

(株)) 

移動相 

水／アセトニトリル／テトラヒドロフラン／1-ド

デカンスルホン酸ナトリウム／トリエチルアミン

／リン酸混液(1375:1000:125:5.5:5:1, v/v/v/w/v/v) 

流量 0.55 mL/min  

検出波長 254 nm  

カラム温度 40
°
C  

 

【11】統計処理 

放出試験及び in vitro 皮膚透過性試験で得られた結果は、3 回以上の実験の

平均 ± S.D. として表現した。分散分析法(ANOVA)を用いて、グループ間の有

意差を検定した。平均の差の有意性を Dunnett 法もしくは Student t-検定を使っ

て求めた。 
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第 III章 実験の部 

【1】試薬 

CNS5161 は、第 I 章実験の部を参照のこと。(±)-塩酸メトキシベラパミル、

BIO PSA 7-4602 は、第 II 章実験の部を参照のこと。また、HPLC 法の移動相に

使用される試薬は、第 I 章及び第 II 章の実験の部を参照のこと。その他の試薬

は、分析試薬特級を和光純薬工業 (株) から購入した。 

 

【2】実験動物及びヒト摘出皮膚 

実験動物については、第 I 章を参照のこと。また、ヒト摘出皮膚 (4 人の白

人男性) は、特定非営利活動法人エイチ・エー・ビー研究機構から購入し、実

験まで凍結保存した。本研究は、帝國製薬 (株) の倫理委員会の承認を受けて

実施し、Principles of Laboratory Animal Care (NIH publication #85-23) を遵守し

て実施された。 

 

【3】感圧粘着剤 (PSA) の調製 

PSA の調製については、第 II 章の実験の部を参照のこと。 

 

【4】示差走査熱量測定 

  示差走査熱量測定については、第 II 章の実験の部を参照のこと。 

 

【5】偏光顕微鏡観察 

偏光顕微鏡観察については、第 II 章の実験の部を参照のこと。 

 

【6】CNS5161の放出試験法 

CNS5161 の放出試験は、第 I 章及び第 II 章の実験の部を参照のこと。なお、

放出特性を調べるため下記に示したマトリックス中の薬物の溶解度に関する

Higchi 式 (4) を用いて計算した 46, 48)。 
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kH
2
 = D  Cs  (2A – Cs)   (g

2
/cm

4
/h)           (4) 

 

ここで、kH、D、Cs、A は、それぞれ Higuchi 速度定数 (g/cm
2
/h

1/2
)、拡散

係数(cm
2
/h)、PSA 中の薬物溶解度 (mg/cm

3
)、並びに薬物含量 (mg/cm

3
)である。 

 

【7】CNS5161の in vitroラット及びヒト摘出皮膚透過性試験法 

CNS5161 の in vitro ラット皮膚透過性試験法及び皮膚中の CNS5161 の定量

法は、第 II 章実験の部を参照のこと。なお、定常状態での CNS5161 の皮膚内

濃度を算出するために、まず、in vitro ラット皮膚透過性試験を行い、その結

果から推定される定常状態になった時間を求めた。次に、再度、in vitro ラッ

ト皮膚透過性試験を定常状態になった時間まで行い、その時点でのラット皮膚

を採取し、皮膚内濃度を測定した。 

CNS5161 の in vitro ヒト摘出皮膚透過性試験法について、ヒトの背部皮膚を

CNS5161 の皮膚透過性試験のモデル膜として用いた。凍結保存していた皮膚

検体を室温で 5 時間かけて解凍し、皮下脂肪と結合組織を皮膚から丁寧に除去

した。その後の試験法は、in vitro ラット皮膚透過性試験法と同じである。 

 

【8】CNS5161 の in vitro ラット皮膚透過性試験法 (ストリッピン

グ法) 

ラットの背部皮膚を、CNS5161の皮膚透過性試験のモデル膜として用いた。

電気クリッパー (岡山大東電機工業 (株)) とシェーバー (BRAUN (株)) を使

ってラットの毛を除去した後、背部から皮膚小片を切り出し、皮下脂肪と結合

組織を皮膚から丁寧に除去した。更に、粘着テープ(D-Squame, CUDERM 

CORPORATION, Texas, USA) を使って無傷の全層皮膚から20回角質層を剥離

処理することで、テープストリッピング皮膚を調整した 15)。その後の試験法

は、第 II 章実験の部を参照のこと。 

【9】皮膚中の CNS5161の定量法 

皮膚中の CNS5161 の定量法は、第 II 章実験の部を参照のこと。 
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第 IV章 実験の部 

【1】試薬 

CNS5161 は、第 I 章実験の部を参照のこと。 (±)-塩酸メトキシベラパミル、

BIO PSA 7-4602 は、第 II 章実験の部を参照のこと。また、HPLC 法の移動相に

使用される試薬は、第 I 章及び第 II 章の実験の部を参照のこと。diisopropyl 

adipate、diisopropyl sebacate、isopropyl myristate、lauromacrogol は、日光ケミカ

ルズ(株)から提供を受けた。oleyl alcohol (特級) と dimethyl sulfoxide (特級)、

propylene glycol (特級) は、和光純薬工業 (株) から購入した。crotamiton と

N-methyl-2-pyrolidone は、それぞれ住友化学 (株) と (株) 樋口商会から購入し

た。sorbitan monolaurate は、日油(株)から提供を受けた。polyvinylpyrrolidone

は、BASF SE (Ludwigshagen, Germany) から購入した。その他の試薬は、分析

試薬特級を和光純薬工業(株)から購入した。なお、吸収促進剤候補として挙げ

た試薬は、全て医薬品添加物規格に適合するものを使用した。 

 

【2】実験動物 

実験動物については、第 I 章実験の部を参照のこと。 

 

【3】感圧粘着剤 (PSA) の調製 

Silicone PSA を含む酢酸エチル溶液を受領したまま使用した。CNS5161 の濃

度が10%になるようにSilicone PSA溶液中に吸収促進剤とともに加え完全に溶

解させた。その後の操作は、第 II 章実験の部を参照のこと。 

 

【4】CNS5161の放出試験法 

  CNS5161 の放出試験は、第 I 章及び第 II 章の実験の部を参照のこと。 

 

【5】CNS5161の in vitroラット皮膚透過性試験法 

  CNS5161 の in vitro ラット皮膚透過性試験法は、第 II 章実験の部を参照のこ

と。 
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【6】皮膚中の CNS5161の定量法 

  皮膚中の CNS5161 の定量法は、第 II 章実験の部を参照のこと。 

 

【7】統計処理 

放出試験及び in vitro 皮膚透過性試験で得られた結果は、4 回以上の実験の

平均 ± S.D. として表現した。分散分析法(ANOVA)を用いて、グループ間の有

意差を検定した。平均の差の有意性を Dunnett 法もしくは Student t-検定を使っ

て求めた。 

 

 

第 V章 実験の部 

【1】試薬 

CNS5161 は、第 I 章実験の部を参照のこと。BIO PSA 7-4602 は、第 II 章実

験の部を参照のこと。diisopropyl adipate、dimethyl sulfoxide、propylene glycol、

polyvinylpyrrolidone は、第 IV 章実験の部を参照のこと。その他の試薬は、分

析試薬特級を和光純薬工業 (株) から購入した。 

 

【2】実験動物 

ラットは、第 I 章 実験の部を参照のこと。日本ウサギ (オス、体重 1700~2300 

g、北山ラベス (株)) は、第 I 章 実験の部と同条件で飼育し、それぞれの実験

群に無作為に振り分けた。 

  

【3】感圧粘着剤 (PSA) の調製 

PSA の調製については、第 II 章及び第 IV 章実験の部を参照のこと。 

 

【4】CNS5161のラットを用いた薬効薬理試験法 (Bennettモデル) 

CNS5161 の Silicone PSA の薬理学的有効性を、Bennett et al が報告した方法に
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従って評価した 55,56)。まず、吸入麻酔下 (2% イソフルラン) で、ラットの右

大腿部を切開し、坐骨神経を露出させた。坐骨神経を chromic gut を使って 1mm

間隔で 4 箇所を緩く結紮し、Bennett の神経因性疼痛モデルを作製した。手術

から 1 週間後に、疼痛閾値を von frey filaments (DYNAMIC PLANTAR 

AESTHESIOMETER, UGO BASILE, Varese, Italy) を用いて測定し、閾値が顕著

に低いこと及び回避行動をとることを指標として疼痛過敏のラットを選択し

た。選択したラットの疼痛閾値の初期値を試験直前に測定し、対照製剤

(CNS5161 を含まない Silicone PSA)群、DIA/DMSO 製剤群、PG/DIA/PVP 製剤

群の 3 群に無作為に割り振った。次に、ラットの右側背面の毛をバリカンとシ

ェーバーを使用して剃毛した。露出させた皮膚に各製剤 (1 cm
2
) を貼付し、ガ

ーゼで覆い、脱落しないよう ELASTPORE  (ニチバン (株)) で固定した。製

剤貼付から 2、4、8 時間後に疼痛閾値を測定し、初期値に対する比並びに疼痛

閾値比－時間曲線下面積を計算し、薬理学的効果を評価した。 

 

【5】CNS5161のウサギ皮膚一次刺激性試験法 

試験日の前日にウサギ背部の毛をバリカンで剃毛し、試験当日に皮膚状態の

良好な 6 羽のウサギを皮膚一次刺激性試験に使用した。ウサギの背部の正中線

の周囲に 4 箇所の貼付部位 (左：2 箇所；右 2 箇所) を選択した後、直径 20 mm

の円形の対照製剤(CNS5161 を含まない Silicone PSA)、DIA/DMSO 製剤及び

PG/DIA/PVP 製剤を貼付し、更に、陽性対照として 1% sodium lauryl sulfate 溶

液を塗布し、ガーゼで覆い、ELASTPORE で固定した。各ウサギにはジャケ

ット (バイオリサーチセンター (株)) を装着させて、各製剤が剥がれないよう

にした。貼付 24 時間後に各製剤を除去した後、貼付部位の周囲に印を付け、

Draize 判定基準 58)に従って、各製剤を除去してから 24 時間後と 72 時間後に紅

斑と浮腫について評価した (Table 16)。この結果に基づき、各製剤の皮膚一次

刺激性インデックス (primary irritation index (P.I.I.)) を計算し、P.I.I. 判定基準

58)の一部変更を加えた判定基準に従って分類した (Table 17)。 
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Table 16. Draize’s evaluation of dermal reactions 

Skin reactions Score 

(A) Erythema and eschar formation   

No erythema 0 

Very slight erythema (barely perceptible) 1 

Well defined erythema  2 

Moderate to severe erythema  3 

Severe erythema (beet redness to eschar formation) 4 

(B) Edema formation  

No edema 0 

Very slight edema (barely perceptible) 1 

Slight edema (edges of area well raised) 2 

Moderate edema (raised approximately 1mm) 3 

Severe edema (raised more than 1mm and extending  

beyond the area of exposure) 
4 

 

 

Table 17. Evaluation of the primary irritation index (P.I.I) 

Evaluation  Primary irritation index (P.I.I.) 

No irritation P.I.I.=0 

Slight irritation 0< P.I.I.<2 

Moderate irritation 2≤P.I.I.<5 

Severe irritation 5≤P.I.I. ≤8 
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【6】統計処理 

薬理効果試験で得られた結果は、10 回の実験の平均 ± S.D. として表現した。

分散分析法(ANOVA)を用いて、グループ間の有意差を検定した。平均の差の

有意性を Dunnett 法もしくは Student t-検定を使って求めた。 
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